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S1-1 外科治療に至った間質性肺気腫の 3症
例

1）聖マリアンナ医科大学 小児外科
2）聖マリアンナ医科大学 新生児科

○工藤 公介1）、古田 繁行1）、田中 邦英1）、
鈴木 真波2）、小町 詩織2）、大林 樹真1）、
大山 慧1）、長江 秀樹1）、西谷 友里1）、
北東 功2）、北川 博昭1）

【はじめに】
低出生体重児に発生する呼吸窮迫症候群の人工呼吸
管理中に、間質性肺気腫（PIE）を合併することがあ
る。多くは呼吸器設定や体位療法で軽快するが、時に
外科治療を要する。外科治療に至った PIE の 3 例に
ついて報告する。

【症例】
在胎 23-24 週に出生した超低出生体重児の 3 例で、
PIE 発症後は保存的治療に抵抗した。症例 1 は、日齢
4 から右全肺野に PIE が出現し徐々に増大した。日
齢 28 に肺動脈圧測定カテーテルを用いた間欠的分
離換気を 5 日間行うと PIE は消失し、日齢 59 に抜管
できた。症例 2 は、日齢 16 から左中肺野に PIE を認
め徐々に増大した。生後 5 ヶ月にアートンブロッ
カー（5Fr）を使用した分離肺換気を 6 日間行ったが
効果なく左下葉切除に至った。症例 3 は、日齢 7 から
左下肺野に PIE 出現し徐々に増大した。日齢 21 に全
身浮腫と循環不全を合併しアスピレーションキット

（6Fr）を嚢胞内に直接穿刺ドレナージし留置した。14
日後にドレーンを抜去し、 日齢 51 に抜管となった。

【考察】
PIE の呼吸状態と病変部位は多種多様で、内科的治
療に抵抗した場合、外科治療が求められる。症例 1
は分離肺換気が有効であったが、症例 2 は無効で
あった。症例 2 は生後 5 ヶ月に他院から転院となっ
たため、治療開始が遅延し肺葉切除術に至った可能
性があった。症例 3 の嚢胞はほぼ単一となっており、
体外からの直接穿刺ドレナージが有効であった。PIE
の外科治療は、新生児科と密な情報交換を行い、遅延
することなく病態に合った治療の選択が必要であ
る。

S1-2 巨大肺嚢胞による呼吸不全に対して肺
嚢胞切除術を施行した乳児の 1例

1）山梨県立中央病院 小児外科
2）山梨県立中央病院 総合周産期医療センター新生児内科
3）山梨県立中央病院 小児科
4）山梨大学 第二外科

○小泉 敬一1）、沼野 史典1）、長谷部 洋平2）、
篠原 珠緒2）、後藤 裕介3）、松原 寛知4）、
大矢知 昇1）

【はじめに】気管支肺異形成症（BPD）に伴う肺嚢胞（bulla）
は早期産児における呼吸管理の合併症である。陽圧換気から
離脱ができれば保存的治療で自然軽快が期待できる。一方で
bulla が巨大化した場合の治療法は一定の見解が得られてい
ない。今回、巨大 bulla による呼吸不全に対して切除術を行
うことで良好な経過を得ることができた乳児例を報告する。

【症例】月齢 9 か月、体重 5.6kg、男児。在胎 23 週時に体重
524g で出生した。新生児呼吸窮迫症候群のため出生当日に
気管挿管・呼吸管理を開始された。生後 2 週の胸部レントゲ
ンで bulla が右肺中葉に認められ拡大した。生後 5 か月時の
胸部 CT 検査で BPD によるびまん性泡沫状・不規則索状
陰影、右肺 S6領域の胸膜下に bulla、右上葉に間質性肺気腫
を複数個認めた。日齢 76 に呼吸管理から離脱できたが、
bulla は縮小しなかった。生後 9 か月時、呼吸器感染症を契機
に bulla は径 8×6cm に増大し、右側胸腔の大部分を占拠し
た。さらに、左側健常肺を圧迫し縦隔を左側へ偏位させ呼吸
不全・閉塞性ショックを生じた。このため、呼吸不全（pH
7.243，PaCO2 98.3mmHg，PaO2 97.2mmHg，P/F ratio 97）に
対する救命を目的に気管挿管・呼吸管理を行い、翌日に右肺
嚢胞切除術（Naclerio-Langer 法）を施行した。手術は後側方
切開で開胸した。bulla は上中葉間に伸展し嚢胞床は 7cm
長であった。嚢胞壁を切開し 10 箇所の気漏孔を縫合閉鎖し
た。嚢胞壁を切除し基部で縫合をした。呼吸不全は軽快し術
後 4 日目に呼吸器を離脱できた。現在、術後 2 か月が経過し
た。残存した bulla と間質性肺気腫は増大せず、児は在宅酸
素療法を行い外来通院中である。

【結語】本症例は呼吸器感染症を契機に bulla が拡大したた
め内科的治療を行ったが呼吸不全・ショックに陥った。この
様な状況下で本症例は肺嚢胞切除が有効であった。Naclerio-
Langer 法は健常肺部分を温存できるため、体格が小さな乳
児においても有用な術式であると考えられた。
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S1-3 外科的に救命した超低出生体重児に合
併した緊張性肺嚢胞の 2例―中長期的
経過―

東京慈恵会医科大学 外科学講座

○芦塚 修一、原田 あつし、平松 友雅、
杉原 哲郎、梶 沙友里、内田 豪気、
大橋 伸介、大木 隆生

【はじめに】超低出生体重児の呼吸管理中に嚢胞の急激な増
大により緊張性肺嚢胞の状態となり、外科的手術にて救命し
た 2 例の中長期的経過と問題点に関して報告する。

【症例 1】在胎 23 週 6 日、出生体重 610g
母体の前期破水にて分娩進行し経腟分娩にて出生。その後新
生児遷延性肺高血圧症に対して HFO と NO 吸入療法を施
行。日齢 9 に胸部単純写真で両側下肺野に嚢胞性変化を認め
た。その後、左嚢胞は急激に増大し縦隔の右側偏位が進行し
呼吸循環不全を伴い日齢 38（645g）に左下葉切除を行った。
術後、呼吸循環不全は改善し日齢 105 に対側の嚢胞の切除を
行い、日齢 110 に呼吸器より離脱し日齢 174 に退院となっ
た。現在、術後 4 年 8 カ月経過したが発育と呼吸は問題ない。
しかし、開胸時の骨折による胸郭変形が目立つようになり治
療を検討している。

【症例 2】在胎 24 週 3 日、出生体重 593g
母体の破水後の子宮内感染で緊急帝王切開にて出生した。日
齢 11 頃より右肺優位の両側肺びまん性気腫性病変を認め
た。日齢 14 で縦隔が左側偏位し、呼吸循環不全も急激に悪
化し、日齢 15（564g）に右肺びまん性気腫性病変に対して肺
部分切除（8 か所）を行った。術後、呼吸循環状態は改善し、
日齢 85 に呼吸器より離脱し、日齢 170 に退院となった。現
在、脳出血が原因で VP シャント挿入中であるが、呼吸に関
しては酸素も不要でその後の全身麻酔も問題なかった。

【考察】超低出生体重児に合併し内科的治療が無効な緊張性
肺嚢胞に対しては、外科的治療が有効であった。2 例ともに
術後呼吸が著明に改善し酸素も不要となり手術は中長期的
にも有効であった。しかし、症例 1 は、腋窩切開での開胸時
の骨折により、肋骨の萎縮を伴う胸郭変形を合併した。一方、
症例 2 は、肋間の走行に沿った開胸で視野を確保し創は目立
つが胸郭変形は来さなかった。超低出生体重児の開胸手術に
は細かい工夫も必要である。

S1-4 緊張性気胸および不可逆的な重度肺障
害をきたした乳児分類不能型白血病の
1例

1）静岡県立こども病院 小児外科
2）静岡県立こども病院 血液腫瘍科
3）静岡県立こども病院 集中治療科

○山田 進1）、福本 弘二1）、三宅 啓1）、
仲谷 健吾1）、関岡 明憲1）、野村 明芳1）、
金井 理紗1）、小松 和幸2）、渡邉 健一郎2）、
川崎 達也3）、漆原 直人1）

症例は 6 か月女児。発熱のため前医を受診し急性上気道炎を
疑い血液検査を施行した。WBC107000/µl、異常リンパ球
91％ を認め当院血液腫瘍科に紹介となった。CT にて両肺の
気管支周囲間質に沿った浸潤影、肝脾腫、腎腫大、結腸壁肥
厚を認めた。骨髄検査では急性分類不能型白血病と診断され
た。初診時より乳児白血病の多臓器浸潤を認め、肺病変に関
して感染の先行または白血病細胞の浸潤を疑った。JPLSG
ALL-T11 の先行治療相（MTX 髄注＋PSL 投与 7 日間）を施
行し、化学療法後 day8 の末梢血にて芽球 920/µl であり
PGR（PSL-good response）と判定した。寛解導入療法を開始
し、day17 に喘鳴が出現し、CT にて両側肺門部の間質病変
の増悪と右上中葉の嚢胞病変、右気胸を認め化学療法を延期
した。Day21 に肺炎および右気胸の増悪による呼吸不全が
出現し、CT にて右中葉の嚢胞増悪により右気胸が縦隔側に
拡大し、縦隔を左方に圧排していた。緊張性気胸を疑われ緊
急手術の方針となり、胸腔鏡補助下に右胸腔内に 10Fr ト
ロッカーを 2 本留置した。術後はエアリークが持続し、肺の
拡張が得られなかった。POD4 の骨髄検査にて白血病細胞は
5％ 未満で寛解導入が期待でき、嚢胞のある肺葉切除の方針
となった。嚢胞と気胸の増大により換気不全をきたしており
胸骨正中切開にて人工心肺を装着し、第 5 肋間を切開し T
字開胸として右肺上中葉切除術を施行した。術後 CCU にて
V-A ECMO 管理としたが、右胸腔内からの出血が持続して
大量輸血を要した。POD1 に再開胸したが明らかな出血源は
なくガーゼパッキングをした。病理所見では右上葉は肺胞構
造の破綻壊死をきたし、右中葉は増大した嚢胞を認めるが肺
胞構造は保たれていた。呼吸循環に関して完全に ECMO
に依存し、残存肺も右上葉と同様の所見と考えられ肺障害は
不可逆的と判断し、POD2 に ECMO 離脱にて看取りとなっ
た。緊張性気胸および不可逆的な重度肺障害をきたした乳児
分類不能型白血病の 1 例を経験したので報告する。
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S1-5 右肺全摘後に留置した tissue ex-
pander が破損を繰り返し治療に難渋
した右全肺型 BPFMの経験

和歌山県立医科大学 第2外科

○三谷 泰之、加藤 紘隆、合田 太郎、
窪田 昭男、山上 裕機

【はじめに】小児の全肺型 Bronchopulmonary foregut
malformation（BPFM）で肺全摘となった症例では，肺全
摘後症候群（PPS）と側彎をきたす可能性がある．小児の
肺全摘後に tissue expander（TE）を挿入した報告が散見
されるが，必ずしも必要でないとの報告もある．右全肺型
の BPFM に対して右肺全摘後に TE を挿入したが，4
歳までに破損を繰り返し治療に難渋した症例を経験した
ので報告する．

【症例】在胎 41 週 2 日，3160g で出生した女児．画像検査
で右全肺型 BPFM と診断した．呼吸状態は安定し肺炎な
どの感染症は無く待機手術の方針とした．生後 2 ヶ月，右
肋間開胸による右肺全摘術，気管食道瘻閉鎖術を行い胸
腔内に TE を留置した．TE に生理食塩水を注入し大き
さを調整した．定期通院中に行った画像検査で，TE の破
損を認め，2 度 TE の入れ替えを行った．3 度目の破損時
に急激な呼吸状態の悪化を認め，ICU 管理が必要となっ
た．いずれの破損も TE 挿入後 3 ヶ月以内であった．3
度目の破損後は，呼吸状態が安定していたため経過観察
とした．その後も無症状ではあるものの縦隔の変位と気
管の捻れが徐々に進行した．放置すると PPS を引き起こ
すと考え，4 歳時に再度手術を行う方針とした．TE は破
損を繰り返していたため使用せず，シリコンシートを折
りたたんで右胸腔内に充填した．術後合併症は無く，5
日目に退院となった．

【まとめ】成長にあわせて容量を調整することが可能と考
え，肺全摘後に胸腔内に TE を留置したが実際は破損を
繰り返し管理に難渋した．直近の手術では，破損による急
激な容量変化を起こさないシリコンシート充填法を行っ
た．現在までに，PPS は認めず，側彎がないことから肺
全摘後の胸腔内充填は，それらの予防に有効である可能
性が示唆された．今後も長期的な経過観察が必要である．

S1-6 除去に難渋した左気管支内異物：デバ
イス選択の工夫

1）茨城県立こども病院 小児外科
2）茨城県立こども病院 小児泌尿器科

○田中 保成1）、矢内 俊裕1,2）、東間 未来1）、
益子 貴行1,2）、平野 隆幸1）、小坂 征太郎1）、
牛山 綾1）

【緒言】小児の気道異物は迅速な診断と治療を要する疾患
であり、異物の種類や位置によっては高度の気道閉塞や呼
吸障害をきたし致命的となることもある。今回我々は金属
製のネジによる気管支異物に対し、硬性気管支鏡と種々の
鉗子類を駆使しても摘出に難渋した症例を経験したので
報告する。

【症例】1 歳 4 か月、女児。受診前日に自宅でカメラについ
ている小さなネジを飲み込み、そのあとに咳嗽が出現し
た。翌日には喘鳴がみられたため近医を受診し、胸部 X
線で左主気管支にネジ型の異物が認められ、気道異物疑い
で当院へ紹介となった。全身麻酔下に経挿管チューブで気
管支ファイバーにより気管内を観察すると、左上葉枝にネ
ジが嵌頓している状態が観察された。体位変換とタッピン
グにより異物除去を試みたがネジの移動がみられなかっ
たため、硬性鏡での異物除去に移行した。硬性鏡下マグ
ネットカテーテルではネジの引き上げができず、フォガ
ティーカテーテル、バスケット鉗子（8 線）での除去を試
みたが、いずれの鉗子類も除去には至らなかった。最終的
には膀胱鏡処置などで使用している細径鉗子（TJ 把持鉗
子）を用いてネジの嵌頓を解除し、除去することが可能と
なった。硬性鏡での異物除去後に経口挿管して ICU 帰室
となり、喀痰の減少を待って術後 2 日目に抜管となった。
抜管後の経過は良好であり、術後 4 日目に退院となった。

【結語】気道異物としては食物性のものでは豆類、非食物性
のものでは歯科補填物やビーズなどの報告が多いが、本症
例のようなネジの誤嚥は報告が少ない。金属ネジは X 線
での発見や位置確認は容易であるが、気管支に嵌頓した際
にデバイスを通過させる間 が少なく、ネジの形状によっ
ては鉗子で把持しにくいため摘出には難渋する。硬性鏡の
角度や鉗子類の選択を適切に行うことが、金属ネジのよう
な異物の摘出には必要と考えられる。
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S1-7 動脈管閉鎖術後のクリップが気管内に
迷入した 1例

茨城県立こども病院 小児外科

○東間 未来、矢内 俊裕、益子 貴行、
平野 隆幸、田中 保成、小坂 征太郎、牛山 綾

【はじめに】動脈管開存症に対する外科的閉鎖術の合併
症として、肺損傷や横隔神経麻痺、反回神経麻痺、後負
荷不適合などが挙げられる。今回、超低出生体重児の動
脈管閉鎖術後に結紮用クリップが気管内に迷入した稀
な症例を経験したので報告する。

【症例】在胎 22 週 3 日、521g で出生した男児。動脈管開
存症に対し内科的治療を行ったが閉鎖せず、日齢 20 に
チタンクリップによる動脈管閉鎖術を施行した。術後は
HFO による呼吸管理を行い、全身状態が安定したため
術後 18 日に抜管を予定した。この際、胸部単純 Xp で気
管内挿管チューブ内にクリップ状異物が認められ、動脈
管結紮用クリップが何らかの原因で気管へ迷入したと
考えられた。再検した胸部単純 Xp では挿管チューブよ
り末梢の下部気管内にクリップが認められた。クリップ
の末梢気管支への移動を防ぐため異物摘出を検討した
が、2.5mm の挿管チューブ内に入るデバイスがないた
め、頭低位として気管内吸引によりクリップ状異物を挿
管チューブ内に誘導し、挿管チューブを抜去することで
クリップを回収した。後日行った気管支鏡検査では、左
主気管支の膜様部に陥凹が認められたが、気管支狭窄な
どの合併症は認められなかった。

【考察】気管支鏡検査の所見からは、動脈管結紮用クリッ
プが左主気管支に接触して穿通し気管内に迷入した可
能性が示唆された。クリップと左主気管支に空間的余裕
がなかったことに加え、HFO の持続的な振動によりク
リップが脆弱な気管支壁を刺激し続けたために穿通が
生じ、気管内の吸引操作によって徐々にクリップが気管
内に引き込まれた結果生じた合併症と考えられた。

【結語】超低出生体重児では術後に予期せぬ合併症を生
じることがあり、注意深い経過観察と臨機応変な対応が
求められる。
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S2-1 ヘルニア嚢壁内に異所性肝を認めた遅
発性先天性右横隔膜ヘルニアの 1例

1）旭川医科大学外科学講座 小児外科
2）旭川医科大学病院 病理部

○元木 恵太1）、宮城 久之1）、石井 大介1）、
平澤 雅敏1）、武井 英博2）、宮本 和俊1）

【はじめに】先天性横隔膜ヘルニア（CDH）は左側例が
90％ 以上を占め、右側例は 10％ 以下と稀である。左側
例と右側例の比較は多くされており、右側例の方が左側
例より出生前診断率が低い。また CDH の 85％ はヘル
ニア囊を伴わずヘルニア囊を有するものは 15％ に過ぎ
ない。今回、ヘルニア嚢壁内に異所性肝を認めた遅発性
右 CDH の 1 例を経験したので文献的考察を含めて報
告する。【症例】1 歳 2 ヵ月、男児。胎児期や生下時に異
常指摘されず。生後 11 ヵ月時に気管支肺炎にて画像検
査時に右下肺野に直径 4cm 大の半球状の陰影を指摘さ
れた。造影 CT 検査にて肝の一部脱出を伴う先天性右
CDH と診断され、当科紹介となった。後側方切開、第
6 肋間開胸にてアプローチすると、右横隔膜後背側に有
嚢性の横隔膜ヘルニアを認め、ヘルニア嚢の中心には 4
×3×1.5cm 大の分画肺様の腫瘤を嚢壁内に認めた。腫
瘤部の嚢は一部肝側で癒着していたが、大きな出血無く
切離できた。腫瘤ごとヘルニア嚢を切除して、ヘルニア
門を非吸収糸にて水平マットレス縫合して直接閉鎖し
た。術後経過特に問題なく、術後 6 日目に退院となった。
病理組織検査にて、腫瘤はヘルニア嚢壁内に存在する異
所性肝との診断であった。【考察】CDH に分画肺を合併
することはよく知られているが、CDH に付随した異所
性肝組織の報告は検索し得た限り国内外で自験例以外
には 20 例の報告があるのみであり、さらに右側例は 2
例のみであった。異所性肝組織は横隔膜の発生ないし
CDH の病態に関連して生じた可能性が高いとする報告
もあり、横中隔の発生異常により横隔膜と肝臓の形態異
常を生じる可能性があると論じられている。【結語】ヘ
ルニア囊壁内への異所性肝組織迷入は稀な所見である
が，CDH の成因を発生学的に考察する上で興味深い所
見であり、文献的考察をふまえて報告する。

S2-2 重篤な呼吸障害を呈した頸部・縦隔リ
ンパ管腫の 1例

1）獨協医科大学埼玉医療センター 小児外科
2）獨協医科大学埼玉医療センター 小児科

○五十嵐 昭宏1）、岡崎 英人1）、菊地 健太1）、
大串 健二郎1）、長谷川 真理子1）、
大竹 紗弥香1）、畑中 政博1）、藤野 順子1）、
重田 孝信1）、岸 陽子1）、浦橋 泰然1）、
池田 均1）、永井 爽2）、深谷 悠太2）、
白石 昌久2）、松原 知代2）

縦隔リンパ管腫は出血や感染により増大して有症状となるま
で発見されにくく、またひとたび増大した場合には気道を圧迫
して致命的となり得ることがある。加えてその治療の選択につ
いては議論がある。今回、頸部から縦隔へ進展したリンパ管腫
により重篤な呼吸障害を呈した症例を経験したので報告する。

【症例】5 ヶ月、男児。生来、リンパ管腫の存在には気づかれて
いない。数日前から咳嗽があり、車で移動中に意識低下と著明
なチアノーゼを認め救急搬送された。来院時、陥没呼吸があり、
直ちに挿管して画像検査を施行した。超音波検査、CT では右頸
部から縦隔に多房性の嚢胞性病変を認め、気管が腫瘤により圧
排されていた。また嚢胞には内容の濃度差による水平面を認め
た。以上により、頸部から縦隔のリンパ管腫が出血で増大して
気管を圧迫し呼吸障害を呈していると判断し、腫瘤の減量と気
道圧迫の解除を目的に手術の方針とした。手術は頸部からアプ
ローチし、縦隔深部の腫瘤を一部、残して病変の大部分を切除
した。切除は部分切除（亜全摘）であったが、腫瘤による気管
と食道の圧迫は完全に解除することができた。腫瘤の内容液は
血性で、病理組織学的にも腫瘤は出血を伴うリンパ管腫と診断
された。術後はリンパ液の貯留やリンパ瘻などは認めず、患児
は術後 7 日目に人工呼吸器から離脱した。術直後に認めたホル
ネル兆候は術後 8 ヶ月を経過した現在、改善傾向にあり、残存
リンパ管腫の再増大もない。

【考察】リンパ管腫、特に頸部のリンパ管腫では手術の合併症
（整容や機能に対する障害）を回避すべく、硬化療法を治療の第
一選択とするのが一般的である。しかし治療後に炎症で腫瘤が
一時的に増大すること、また腫瘤の縮小を得るまでに時間がか
かることなど硬化療法には不利な点がある。したがって本例の
ように重篤な呼吸障害を呈する縦隔のリンパ管腫では気道の
圧迫解除を目的に手術を優先し、選択すべきものと考える。
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S2-3 骨肉腫肺転移による気胸/腫瘍気管支瘻
に対し外科的切除を行なった 3例

1）国立がん研究センター中央病院 小児腫瘍外科
2）国立がん研究センター中央病院 小児腫瘍科
3）国立がん研究センター中央病院 呼吸器外科

○川久保 尚徳1）、菱木 知郎1）、荒川 歩2）、
中島 美穂2）、熊本 忠志2）、渡辺 祐子2）、
杉山 正仲2）、小川 千登世2）、中川 加寿夫3）、
島田 和明1）

はじめに）骨肉種肺転移の合併症として気胸/腫瘍気管支瘻の
報告は稀である。今回、治療中に気胸/腫瘍気管支瘻を呈した 3
症例を報告する。
症例 1）11 歳女児、右上腕骨原発骨肉種、両肺多発転移（10
か所以上）。多発肺転移に対してソラフェニブ・エベロリムス
導入後、29 日目に呼吸苦が出現。画像検査で右気胸と診断し、
ドレーン挿入。一時はドレナージのみで改善したが、薬物治療
再開後に再度右気胸が出現し、胸膜癒着術を施行。2 回の胸膜癒
着で leak は消失したが、治療再開後、再度右気胸を呈した。3
回目の胸膜癒着でも改善なく、初回の気胸発症後 43 日目に肺
部分切除術を施行した。術後 2 か月の現在まで右気胸の再燃は
認めていない。
症例 2）19 歳女性、右上腕骨原発骨肉種、両肺多発転移（6 か所）。
多発肺転移に対して high-dose ifosfamide（HD-IFO）療法を開始
し、3 コース目の直前に咳嗽が出現。画像検査で右気胸と診断
し、ドレーン挿入。ドレーン挿入時は leak を認めなかったが、
HD-IFO3 コース目を行ったところ、leak が増加。CT では転移
巣は著明に縮小しており、気胸発症後 20 日目に右肺部分切除
術を施行。現在、気胸の再燃なく化学療法を継続している。
症例 3）18 歳女性、左大腿骨骨肉種、左肺下葉多発転移（肺門
部病変）、左鼠径リンパ節転移。多発転移に対してソラフェニ
ブ・エベロリムス導入後、11 日目に咳嗽が出現。CT で肺門部
腫瘤に空洞形成を認め、腫瘍気管支瘻と診断。急変リスクが高
い状態であったため救命を優先し緊急左肺全摘術を施行。術後
経過は良好で術後 6 日目に退院。
考察）骨肉腫肺転移は一般的に予後不良で、特に多発例におい
て手術適応は慎重に考慮されるべきである。しかし、骨肉種肺
転移の治療中に起こる気胸/腫瘍気管支瘻は保存的治療や癒着
のみでの改善が難しいケースがあり手術も許容されると考え
る。気胸/腫瘍気管支瘻コントロール目的での手術は、予後・手
術侵襲を考慮し適切な術式を選択する必要がある。

S2-4 進行性骨化性線維異形成症に対する気
管切開の経験

1）岩手医科大学 外科学講座
2）岩手医科大学 小児科学講座
3）岩手県立中央病院 小児科

○小林 めぐみ1）、平井 みさ子1）、早野 恵1）、
阿部 嵩臣1）、石川 健2）、三上 仁3）、佐々木 章1）

目的：進行性骨化性線維異形成症（以下 FOP）は、幼少期か
ら骨格筋や 、靱帯など線維性組織の腫脹・骨化が徐々に進
行し四肢や体幹の変形を来す疾患で、発生頻度 1/200 万人、
本邦では 80 名程確認されている希少疾患である。軽微でも
何らかの損傷を受けた組織はどこでも骨化するので、外科疾
患への対応は容易ではない。我々は、体幹変形の進行に伴い
拘束性呼吸障害に陥った FOP 症例に対する気管切開を経
験したので報告する。
症例：12 才男児。1 才時に進行する後頸部や背部の腫瘤が出
現し前医で精査、FOP と診断された。精神発達は正常で普通
校に通学しているが、9 才時に肺炎に罹患後 HOT 導入、更
に変形が進み睡眠時呼吸障害から不眠傾向となり、12 才時
に夜間呼吸困難から失禁し前医救急外来受診、pCO2 106
mmHg のため緊急経口挿管、人工呼吸器管理となった。2
週間後、抜管困難にて気管切開目的に当科へ相談された。往
診すると、患児は頚部・胸郭・脊椎の変形拘縮が強く、前頚
部は右側で示指がようやく挿入できるスペースしかなかっ
た。本邦では FOP 患者への気管切開の報告がなく、患者会
を通じて経験のある米国医師と連絡を取り対応を検討した。
挿管後 4 週間に 2 度計画外抜管し、そのたびに挿管困難から
下顎部の腫脹、無気肺・肺炎を併発した。聡明な患児の精神
的苦痛も大きく対応が急がれた。2 施設間の関係各科での合
同カンファランスを行い、挿管後 6 週間に当院へ転院、全身
麻酔下で経鼻挿管に切り替えた。その際、小筋鈎を操作する
程度の術野確保は可能と判断した。手術の困難さ、術後管理
の困難さ、カニューレ管理の困難さは想定されたが、本人家
族の強い希望と米国医師の経験と支持を受け、大量ステロイ
ド投与下に気管切開の方針とした。術野の展開のみならず気
管粘膜の著しい肥厚から、容易ではなかったが気管切開は可
能であった。周術期管理では慎重な対応を要したが、術後の
QOL 改善のために気管切開は有効であった。
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S2-5 重症心身障害児者に対する喉頭気管分
離術の検討

1）姫路聖マリア病院 小児外科
2）重度障害総合支援センタールルド

○高尾 智也1,2）、上野 悠1,2）、山本 真弓1）

【目的】重症心身障害児者は，窒息や誤嚥性肺炎で致死的合
併症を来すことがあり，リスクの高い症例に喉頭気管分離
術が施行されている．今回，我々は呼吸状態の悪化で喉頭
気管分離術が必要になった症例について検討した．【対象】
2010 年 7 月～2019 年 6 月の 9 年間で喉頭気管分離術を施
行した症例は 26 例で，年齢は 4－59 歳，男性 13 名，女性
13 名，全例が大島分類 1－4 だった．【方法】全身麻酔下に
Lindeman 変法にて手術を行った．腕頭動脈離断は行わ
ず，術後 CT にて腕頭動脈とカニューレの位置を確認し，
チューブの挿入長を決定し，カニューレフリーが可能な症
例は積極的にカニューレを抜去する方針とした．また，経
口摂取を希望されている方には積極的に経口摂取を行う
方針としている．【結果】全例，術後は誤嚥性肺炎を来すこ
とはなくなり，吸引回数も減少した．周術期合併症はなく，
処置を要する長期合併症は 2 例で，気管内肉芽による狭窄
が 1 例，気管支動脈出血が 1 例だった．先行して単純気管
切開を行われていた 7 例と家族が気管分岐部近くまで吸
引をしていた 1 例で，気管内肉芽を手術時に認め，定期的
な気管支鏡を行い，カニューレ変更と吸引長指導で対応出
来ている．術後に原因不明の突然死を来した症例は 5 例，
気管支動脈出血で出血死を来した症例は 1 例だった．術後
に経口摂取を積極的に行っている症例は 5 例だった．【考
察】気管支動脈出血で失った 1 例は，腕頭動脈 に対する
対策は行っていたが，気管分岐部近傍肉芽への気管支動脈
側副血行路からの出血は予期できなかった．気管軟化症や
常時呼吸器が必要な症例，小児以外はカニューレを抜去し
ており，カニューレ挿入症例においても定期的な気管支鏡
検査と定期的な加湿で肉芽や出血に対応出来ている．【結
語】喉頭気管分離術は誤嚥性肺炎を予防できるだけではな
く，呼吸状態も改善し，誤嚥の心配をすることなく経口摂
取出来るため，QOL の向上に有用な術式と考えている．

S2-6 気管狭窄症に対し腕頭動脈離断及び気
管つり上げを行った脳性まひ・吸気性
喘鳴の 1例

1）九州大学大学院医学研究院 小児外科学分野
2）九州大学大学院医学研究院 循環器外科学
3）兵庫県立こども病院 小児外科

○小幡 聡1）、帶刀 英樹2）、前田 貢作3）、
塩瀬 明2）、田口 智章1）

【背景】気管狭窄症に対して腕頭動脈離断術が選択されることが
あるが，今回気管つり上げを追加することで気管開存をより得
られた症例を経験したので報告する．
【症例】13 歳女児．双胎間輸血症候群供血児．在胎 29 週 3 日に
帝王切開で出生，出生時体重 1344g，Apgar Score 8/9 点（1 分
値/5 分値）．現在精神発達遅滞を認めベッド上生活で全介助を
要している．筋緊張時は後弓反張が強いが側弯は軽度のみ．
【現病歴】2 年前に突然の呼吸困難・顔色蒼白のため救急病院へ
搬送され，気管内挿管・人工呼吸管理を要したが保存的加療で
軽快した．その後も精神不安定時に吸気性喘鳴を頻発するため
抗痙攣薬頓服で対応，緊張緩和により症状は消失するというこ
とを繰り返した．原因究明のため 5 か月前に前医で胸部造影
CT を施行されたところ，胸郭入口部での胸骨・腕頭動脈・椎
体による圧迫が原因での気管狭窄・扁平化を認めたため当科紹
介．頭部 CT で Wils 動脈輪及び左右頸動脈開存を確認し，腕頭
動脈離断術を当院で行う方針となった．
【手術所見】左右上肢に動脈圧ラインを確保，気管内挿管後に気
管支鏡で気管分岐部直上での扁平化を確認後，腕頭動脈をテー
ピングして吊り上げつつ気管支鏡で内腔を観察し，狭窄がやや
解除されたことを確認してクランプテスト施行．右上肢動脈圧
ラインで 40mmHg 台まで低下（左は 70mmHg 台）するも SpO
2 は 99-100％ を維持でき，離断可能と判断して腕頭動脈を離断
した．再度気管支鏡で内腔を観察したところ，狭窄の改善はある
が残存しており，気管前面吊り上げを行ったところ内腔がかな
り開存したため，気管前面と胸骨背面とを縫合し気管つり上げ
を追加した．
【術後経過】術直後より喘鳴は消失，右上肢血圧は 40mmHg 台と
低めも SpO2 低下はなく，意識消失発作も認めなかった．術後 6
か月の胸部単純 X 線検査でも気管の開存を認めている．
【結語】腕頭動脈離断及び気管つり上げによる気管圧迫解除術は
低侵襲かつ有効であり，適応症例には検討すべき術式である．
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S2-7 食道閉鎖症術後の気管軟化症に対して
high-flow nasal cannula が有効であっ
た 1例

1）久留米大学 外科学講座小児外科部門
2）久留米大学医学部付属病院 医療安全管理部

○升井 大介1）、深堀 優1）、倉八 朋宏1）、
坂本 早季1）、東舘 成希1）、橋詰 直樹1）、
七種 伸行1）、石井 信二1）、田中 芳明1,2）、
八木 実1）

先天性食道閉鎖症の根治術後に発生する気管軟
化症は，しばしば経験し，治療に難渋することがあ
る．軽度の咳嗽，喘鳴などの呼吸症状を繰り返す症
例から無呼吸発作に陥る重症例まで様々であるが，
適切な治療が必要となる．

症例は 68 生日の女児．正期産で出生後，食道閉鎖
症 C 型の診断で 0 生日に食道閉鎖症根治術を施行
した．術後喘鳴が強く経口摂取が進まず，経鼻栄養
を併用した．68 生日に低酸素発作を認め，啼泣時に
喘鳴増悪を繰り返すため，気管軟化症の有無や程度
を評価するために気管支鏡を施行した．気管軟化症
と脈管による気管の圧迫所見を認め，気道確保のた
め気管切開術，大動脈吊り上げ等に関して両親に説
明を行ったが，両親が手術に対して強い拒否があ
り，high-flow nasal cannula（以下 HFNC 療法）を開
始し，症状経過をみる方針とした．HFNC 療法開始
後は著明な SpO2低下はなく経過した．日齢の経過
とともに症状は改善し，経口摂取量も増加し，手術
療法を回避することができた．近年 HFNC は乳幼
児の呼吸障害に対して有効であるという報告が散
見する．HFNC の効果が得られない場合は外科的治
療のタイミングを逸しないことが重要であると考
えられるが，気管軟化症に対する呼吸管理方法の一
つとして考慮できる．

今回我々は，食道閉鎖後の気管軟化症に対して
HFNC 療法が有効であった 1 例を経験したので文
献的考察を加えて報告する．
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S3-1 声門下狭窄症に対する肋軟骨移植術の
経験

静岡県立こども病院 小児外科

○福本 弘二、三宅 啓、仲谷 健吾、関岡 明憲、
野村 明芳、山田 進、金井 理紗、漆原 直人

小児の声門化狭窄症に対しては肋軟骨移植術が広
く行われている。当院でも、前後壁への肋軟骨移植
を標準手術として行っており、2004 年から 2018 年
までに 9 例に対して施行した。狭窄の程度は全例が
grade III だった。狭窄部位は 8 例が輪状軟骨部、1
例が声門から連続する狭窄だった。術後は、移植し
た肋軟骨部の肉芽形成が 8 例に認められた。7 例で
は肉芽切除を行い、肉芽を形成しなかった 1 例を含
め 8 例が気管切開から離脱した。声門から連続性狭
窄の 1 例では肉芽切除を繰り返したものの、肉芽形
成を制御できず、6 年間の T チューブ管理の後レ
ティナ管理に移行したが、未だ気管切開離脱に至っ
ていない。気管切開離脱後に再狭窄を来した症例が
1 例あり、喉頭気管部分切除術を施行した。再手術時
の所見では、輪状軟骨の低形成を認めた。反回神経
麻痺のリスクが少ない優れた術式であるが、声門か
らの連続性狭窄や輪状軟骨低形成に対しては、注意
が必要と考えられた。

S3-2 高度の声門下狭窄症に対する Partial
cricotracheal resection

静岡県立こども病院 小児外科

○関岡 明憲、福本 弘二、三宅 啓、仲谷 健吾、
野村 明芳、山田 進、金井 理紗、漆原 直人

【はじめに】
声門下狭窄症は比較的まれな疾患であるが，高度狭
窄例では気管切開からの離脱に難渋することが多
い．当院では 2015 年より，声門直下から狭窄が連続
する，高度の声門下狭窄症に対して，気管切開から
の離脱目的に Partial Cricotracheal Resection；
PCTR を行っている．

【対象】
2015 年から 2019 年 6 月までに PCTR を施行した 9
例を後方視的に検討した．そのうち 6 例に対して
は，肋軟骨移植を伴う extended-PCTR を施行した．

【結果】
男児 7 例，女児 2 例，手術時平均年齢は 5.9 歳（4.7-
10.9 歳），平均身長 110cm（94-142cm），平均体重 16
kg（11.3-39.1kg）であった．背景疾患として 3 例が
超低出生体重，5 例が精神発達遅滞，3 例が声門上狭
窄，3 例が心疾患（Fallot 四徴症 2 例，肺動脈閉鎖
1 例）を認めた．全例が Myer-Cotton の分類の se-
vere Grade III 以上（80％ 以上の狭窄）であった．
平均手術時間は 372 分（240-486 分），切除気管長は
29mm（15-40mm），気管全長に占める割合は 35％

（17-42％）であった．一期的な気管切開離脱率は
67％（6/9），周術期合併症は吻合部狭窄 3 例，吻合
部軟化症 1 例，副鼻腔炎 4 例，肺炎 3 例，鼻翼褥瘡
2 例であった．術後平均入院期間は 105 日（34-330
日）であった．

【結論】
当手術による気管切開からの一期的離脱率はまだ
十分ではない．周術期管理や手術手技について，今
後も症例を蓄積し，新たな知見を報告したい．
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S3-3 鹿児島県内の後天性声門下腔狭窄症例
発生状況と患者背景からの考察

1）鹿児島大学学術研究院 医歯学域医学系 小児外科学分野
2）霧島市立医師会医療センター

○武藤 充1）、連 利博1,2）、永井 太一郎1）、
大西 峻1）、春松 敏夫1）、山田 耕嗣1）、
松久保 眞1）、町頭 成郎1）、中目 和彦1）、
向井 基1）、加治 建1）、家入 里志1）

【はじめに】鹿児島県内では、年平均 55.4 人の超低、64.8
人の極低出生体重児が出生している。Life support の気管
挿管、人工呼吸管理は副次的に声門下腔狭窄を惹起し得
る。自験例をレビューし、文献的考察を加えて報告する。

【当科での取り組み】2016 年 10 月に気道外科を開設して
以来、3 例の後天性声門下腔狭窄症例の紹介を受けた。
症例 1．在胎 24 週 0 日、出生体重 584g、2.5mm チューブ
が挿管された。2 回の計画外抜管、2 回の計画抜管不成功
のため計 5 回の挿管が行われた。生後 5 か月に気管切開
された。気管支炎、肺炎で 6 回の入院治療があった。4
歳 8 か月時の評価は Myer-Cotton GradeIII であった。
レーザー治療中である。
症例 2．在胎 25 週 2 日、出生体重 760g、2.5mm チューブ
が挿管された。3 回の計画抜管不成功のため計 4 回の挿管
が行われた。生後 10 か月に気管切開された。気管支炎、
肺炎で 2 回の入院治療が行われた。2 歳 4 か月時の評価は
Myer-Cotton GradeIII であった。レーザー治療中である。
症例 3．在胎 27 週 3 日、出生体重 1094g。3.0mm チューブ
が挿管された。3 回の計画抜管不成功のため計 4 回の挿管
が行われた。生後 4 か月に気管切開された。気管支炎、肺
炎の入院歴はなかった。6 歳 3 か月時の評価は Myer-
Cotton GradeII であった。レーザー治療、肋軟骨パッチ喉
頭気管形成を経てカニューレ抜去に至った。

【考察】後天性の多くは医原性といわれるが、これまでの
自験例は、不適切な太い気管チューブ挿入例はなかった。
1）挿管処置を繰り返さねばならなかったことで、圧迫損
傷による炎症が惹起されたこと、2）チューブの機械的刺
激により、粘膜の瘢痕化や肉芽形成が惹起されたこと、3）
気道感染から粘膜瘢痕や肉芽などの軟部組織変化が惹起
されたことなどが原因であったと考えられた。

S3-4 声門下嚢胞 5例の手術術式と適応に関
する検討

社会医療法人愛仁会高槻病院 小児外科

○高成田 祐希、服部 健吾、久松 千恵子、
津川 二郎、西島 栄治

【はじめに】声門下嚢胞は乳幼児の呼吸器症状の原因の 1
つとなる。手術術式として嚢胞穿刺術、CO2 レーザー焼灼、
喉頭微細手術、嚢胞亜全摘術が考えられる。我々が経験し
た症例から、手術術式と適応について検討した。

【対象・方法】2018 年 1 月～2019 年 6 月に当院で経験した
声門下嚢胞 5 例の治療経過について診療録から後方視的
に検討した。

【結果】診断時の平均月齢は 7.6 ヶ月（3～18 ヶ月）、男児 4
例、女児 1 例だった。平均在胎週数は 30.8 週（26～41 週）、
平均出生体重は 1552g（534～3556g）、平均挿管日数は 11.6
日間（3～27 日間）だった。5 例中 2 例は啼泣時や哺乳時の
チアノーゼ、1 例は反復するクループ症候群、1 例は陥没呼
吸、1 例は吸気性喘鳴を認めた。5 例中 4 例は喉頭内視鏡検
査や CT 検査で声門下の腫瘤性病変を認め、1 例は先天性
気管狭窄症が疑われたため硬性気管支鏡検査を施行した。
5 例中 1 例で喉頭微細手術による開窓術、3 例で硬性気管
支鏡下に嚢胞穿刺術を行った。1 例は嚢胞が小さく、Myer-
Cotton 分類に当てはめると GradeI 程度で、症状の原因が
声門下嚢胞とは考えにくかったため観察のみとした。嚢胞
穿刺術を施行した 3 例のうち 2 例で再発を認めた。再発し
た 2 例のうち 1 例は初回の嚢胞穿刺術後 1 ヶ月で咳嗽と
喘鳴が出現し、前回よりも嚢胞の大きさは小さいものの再
発を認めたため、再度嚢胞穿刺術を施行した。もう 1 例は
無症状だったが、初回の嚢胞穿刺術の 4 ヶ月後に他疾患の
手術を施行する際に合わせて硬性気管支鏡検査を施行し
たところ嚢胞の残存を認めた。今後更に別の他疾患に対す
る全身麻酔下手術を控えており、 嚢胞穿刺術を施行した。

【結語】声門下嚢胞に対する手術の方法として、嚢胞穿刺術
は簡便で有用だが、再発の可能性が高い。喉頭微細手術に
よる開窓術の方が根治的である。有症状の場合は治療適応
だが、無症状の場合は慎重に経過観察可能と考える。
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S3-5 声門下嚢胞の治療戦略

1）鹿児島大学 小児外科
2）霧島市立医師会医療センター 小児外科

○大西 峻1）、連 利博2）、永井 太一朗1）、
矢野 圭輔1）、春松 敏夫1）、山田 耕嗣1）、
山田 和歌1）、松久保 眞1）、武藤 充1）、
加治 建1）、家入 里志1）

【はじめに】小児上気道疾患のうち、声門下嚢胞は比較的稀な疾
患であり、再発予防の観点から完全切除が望まれるが、ときに
診断は困難である。我々の喉頭嚢胞の治療経験について報告す
る。

【症例 1】在胎 28 週 3 日、1068g 出生した男児。出生後 RDS
に対し挿管され、4 生日に抜管後は特に呼吸障害認めず退院後
は経過良好であった。生後 4 か月ごろから咳嗽あり、陥没呼吸
出現し CT で気管狭窄を認め、精査加療目的に生後 5 か月で当
科に入院した。全身麻酔下気管支鏡検査で声門下に 2mm 程度
の嚢胞を認めた。声門下嚢胞の診断で PPI の内服を続けたが軽
快せず、生後 11 か月で直達気管支鏡を用いての喉頭嚢胞切除
術を施行した。術後は挿管のまま経過観察とし、術後 7 日目に
気管支鏡を行ったところ声門下の浮腫が著明であった。術後 14
日目の気管支鏡でもやはり披裂部から声帯周囲の浮腫が強く
抜管困難であり、気管切開を施行した。その後は声門下嚢胞の
再発なく、2 歳 3 か月で気管切開カニューレを抜去した。

【症例 2】在胎 28 週、1202g で出生した男児。出生後 5 日間挿管
されたが抜管後は特に呼吸障害は認めなかった。1 才 3 か月の
時にクループ症候群からの呼吸状態悪化、挿管管理された。CT
で声門下腔の狭窄を指摘されたため、当科で気管支鏡検査を行
うも、軽度の声帯の癒着を認めるのみであった。その後も頻回
にクループ症状を認めるため、3 歳で再度、当科を紹介受診され
た。造影 CT で声門下に 5mm 大の嚢胞性病変を認め、気管支原
性嚢胞の診断で切除の方針となった。気管切開を施行し、声門
下の嚢胞性病変を切除した。術中所見では嚢胞は気管支粘膜よ
り発生しており、声門下嚢胞であった。術後の経過は良好であ
り、術後 2 か月経ち、気管切開孔の閉鎖を検討している。

【結語】2 例とも完全切除できており、再発は認めていない。我々
の経験を含めて声門下嚢胞の治療戦略について報告する。
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S4-1 極低出生体重児における気管無形成の
1例

1）鹿児島市立病院 小児外科
2）鹿児島大学学術研究院 医歯学域医学系 小児外科分野

○松久保 眞1,2）、野口 啓幸1）、杉田 光士郎1）、
村上 雅一1）、家入 里志2）

症例は 0 歳、女児。出生前に羊水過多、単一臍帯
動脈を指摘されていた。在胎 29 週 3 日、体重 1180
g、経膣分娩で出生。Apger Score（1 点/5 点）と新
生児仮死を合併していたため、蘇生を試みるもマス
ク換気は可能であったが、気管切開チューブの挿管
困難であった。気管支ファイバー検査では声門下狭
窄を疑われ、気管挿管チューブ先端は狭窄部の口側
と思われる部位に留置された。1 生日に右気胸合併
し、胸腔ドレーン挿入した。2 生日には消化管への
air 流入過多による消化管穿孔を合併した。再度の
気管支ファイバー検査で気管無形性疑われ、3DCT
を施行した。CT 画像にて食道から左右気管支が直
接分岐している気管無形性（Floid 分類 III 型）の診
断となった。同日食道絞扼術、胃瘻造設術、胃穿孔
修復術を行った。食道を気管として代用すること
で、不安定ながらも人工呼吸器での呼吸管理ができ
るようになった。しかしながら重度の心奇形（総肺
静脈還流異常症と心室中隔欠損症）の合併あり、術
後 4 日目（6 生日）に心機能低下による循環不全から
永眠となった。本疾患は、発生率が 1/50000 以下と
稀な疾患であり、出生直後より重篤な呼吸障害を合
併し蘇生に反応しなければ、診断に至らずに死亡す
る。診断に至り、外科的治療を施行されても長期生
存例は極めて少ない。自験例は、極低出生体重児で
もあり更に診断/呼吸管理に苦慮した。長期生存を
得ることは出来なかったが、外科的治療により一時
的に呼吸状態改善を認めたため文献的考察を含め
て報告する。

S4-2 EXIT にて救命しえなかった気管無形成
の一例

1）岩手医科大学 外科学講座
2）岩手医科大学 小児科学講座

○早野 恵1）、小林 めぐみ1）、阿部 崇臣1）、
平井 みさ子1）、松本 敦2）、佐々木 章1）

【はじめに】気管無形性は稀な疾患で、出生前診断も難
しく、出生直後から呼吸困難を呈し予後は極めて不良
である。今回我々は、気道病変が疑われる児に対し
EXIT（ex utero intrapartum treatment）の方針とする
も最終的に気管無形成の診断により救命できなかっ
た症例の経験から、出生前診断と EXIT 適応の限界に
ついて文献的考察を加え報告する。【症例】母体は 29
歳、1 妊 0 産、自然妊娠。妊娠初期は特に異常を指摘
されず、33 週 0 日に 3 週間で 5kg の体重増加と羊水
過多を認め前医受診。心奇形を疑われ精査加療目的に
当院周産期センター紹介となった。35 週の胎児超音
波検査では三心房心、一部拡張した食道と胃泡、喉頭
付近の気管は描出できるもそれより遠位は不明確で
あった。肺実質は軽度高輝度であるも過膨脹や横隔膜
の平坦化は認めなかった。同時期の MRI では、下部食
道の拡張と胃泡、喉頭周囲気管および気管分岐部以降
の末梢気管支・肺実質は確認できるものの気管の連
続性は確認できなかった。妊娠後期の羊水過多の原因
として気道狭窄、気管食道瘻を有する食道閉鎖症を
疑った。重篤な心奇形、染色体異常、胎児水腫などの
合併もなく胎児環境下では容態が安定していた。出生
直後の気道確保困難が予測されるのに対し、37 週 1
日に EXIT を施行した。声門より先に挿管チューブは
進まず、気管切開へ移行するも気管は上部で盲端で
あった。胸骨上縁まで縦切開を追加し可能な限り検索
したが気管は確認できなかった。徐々に胎児が娩出さ
れ、胎盤剥離兆候と胎児徐脈が出現したため EXIT
を終了し、食道挿管をするも換気不能で、救命困難と
判断し手術を終了した。病理解剖で気管無形成、喉頭
気管食道裂（FloydI 型）、気管分岐部から下部食道へ向
かう細い TEF を有する E 型食道閉鎖と診断された。
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S4-3 出生前に食道閉鎖症を疑われていた気
管食道瘻を伴う気管無形成の一例

福岡市立こども病院 小児外科

○日野 祐子、谷口 直之、岡村 かおり、林田 真

【はじめに】気管無形成は非常に稀な先天性疾患で、出生直
後の重篤な呼吸障害のため極めて予後不良である。胎児期
の画像所見には肺過膨張や横隔膜平坦化が報告されてい
るが、気管食道瘻を伴う場合はそれらの所見が見られず胎
児診断が困難なことが多い。出生後の呼吸管理は食道挿管
が唯一の救命となり得る。今回、出生前に食道閉鎖を疑わ
れていた、気管食道瘻を伴う気管無形成の一例を報告す
る。

【症例】在胎 30 週に羊水過多と心疾患を疑われ当院産科へ
紹介となった。超音波断層法で羊水過多、総肺静脈還流異
常症、椎体異常、胸部食道の拡張、気管食道瘻を認め、胎
児 MRI 検査で下咽頭拡張、声門の存在、肺に異常所見が無
いことから食道閉鎖症を疑われ、在胎 38 週 1 日に選択的
帝王切開で出生した。児は女児、出生体重 2290g、Apgar
score 2/3（1 分値/5 分値）でマスク換気の後、食道挿管で
呼吸管理が確立した。胃管の胃内到達により食道閉鎖症は
否定され、造影 CT 検査で気管無形成の診断となった。呼
吸状態が比較的安定したため、気管無形成に対する治療を
考慮したが、重症心疾患を合併しており、患児の予後およ
び治療侵襲について各診療科で検討し、両親との話し合い
も重ねた結果、積極的な治療は行わない方針となった。児
は無気肺による呼吸不全で日齢 23 に死亡した。

【考察】本疾患の多くは生後早期に死亡しているが、姑息的
手術により 1 年以上生存した報告もある。90％ 以上に合
併奇形を認め、合併する心疾患も患児の予後に大きく影響
する。出生前より各科が連携をとって、患児の予後および
治療方針について検討し、家族との話し合いを重ねること
が重要である。本症例は後方視的にみると、超音波断層法
や胎児 MRI 検査で気管描出が不明瞭であった。出生前診
断が可能となることで、出生後の迅速な対応が可能とな
る。

S4-4 管理に難渋している前腸の多発奇形を
合併した喉頭気管食道裂の 1例

徳島大学病院 小児外科・小児内視鏡外科

○横田 典子、石橋 広樹、森 大樹、島田 光生

【背景】
喉頭気管食道裂は、非常に稀な先天異常で、食道閉鎖症・気管
食道瘻・鎖肛等の合併は報告されている。今回我々は、管理に
難渋している、前腸の多発奇形を合併した喉頭気管食道裂の
症例を経験したので報告する。

【症例】
症例は現在 1 歳 3 ヶ月、男児。胎児期より食道閉鎖症を指摘さ
れ、37 週 2 日、2,222g、経膣分娩で出生。生後 2 日、C 型食道
閉鎖症根治術（胸膜外アプローチ）を施行した。術中換気が不
安定で、術後挿管・鎮静管理中に挿管チューブが食道に逸脱
し、急激に換気不良・緊張性縦隔気腫となり、術直後に再手術
を行った。食道吻合部が一部離開しており補強を行った。
術後、度々誤嚥性肺炎を併発し、挿管管理・喉頭チューブを留
置し唾液の吸引を継続した。この時点で喉頭気管食道裂の存
在を疑った。嚥下造影で、食道吻合部の約 1.5cm 肛門側で右側
に向かう異常な気管支を認め、誤嚥が著明であった。Bron-
chopulmonary Foregut Malformation（BPFM）と診断し、生
後 3 ヶ月時、胸腔鏡補助下分画肺切除術＋気管支食道瘻切離
を行った。術中、マスク換気下に軟性気管支鏡で喉頭を観察し
たところ、気管と食道の間の裂（約 1.6cm）を確認し、喉頭気
管食道裂と確定診断したが、BPFM が誤嚥の主な原因と考
え、BPFM の手術を先行することとした。
生後 4 ヶ月時、気管切開術・気管カニューレ安定化のための
部分的喉頭気管食道裂修復術・腸瘻造設術（胃形成不全のた
め）を行った。裂は胸骨切痕付近まで V 字型にあることを確
認し、Type IV と診断した。その後も誤嚥を繰り返していた。
生後 9 ヶ月で、喉頭微細手術による裂修復術を行った。
現在、喉頭気管食道裂を修復して半年以上が経過するが、嚥下
機能改善が全くみられず、誤嚥に伴う呼吸・肺障害を繰り返
しており、管理に難渋している。今後、喉頭気管分離術を考慮
している。
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S4-5 喉頭気管食道裂 III 型・IV型 3例の経験

1）神奈川県立こども医療センター 外科
2）静岡県立こども病院 小児外科

○望月 響子1）、新開 真人1）、北河 徳彦1）、
臼井 秀仁1）、藤井 俊輔1）、河北 一誠1）、
都築 行広1）、篠原 彰太1）、福本 弘二2）

［目的］稀な疾患である喉頭気管食道裂（LTEC）重症型 3
例（喉頭から気管遠位部まで裂が及ぶ III 型 1 例、裂が気管
分岐部を超える IV 型 2 例）の手術・管理の工夫を述べる。
治療方針は、喉頭機能温存のため多段階手術①食道バンディ
ング＋胃瘻造設、②人工肺下側方アプローチ気管食道分離術

（気管支～甲状腺下縁レベル）、③喉頭顕微鏡下隔壁形成術、
④食道バンディング解除＋噴門形成術を原則としている。

［症例 1］IV 型 6 歳男児。裂は左主気管支まで。気管軟骨は
気管食道が一体化した内腔の 1/3 周程度。披裂軟骨の短縮は
あるが、声帯構造あり。心房中隔欠損合併。②後に口側残存
裂からの漏れが多く、先端を特殊加工した気切カニューレで
呼吸管理を行った。②と③で形成した間にピンホール状の残
存裂を認め、前方アプローチ縫合閉鎖を追加した。④以降も
食道バルーン拡張術や再噴門形成を要したが、全量経口摂取
可能、酸素・呼吸器離脱し、気切カニューレ離脱検討中。会
話も可能。

［症例 2］IV 型 2 歳女児。裂は両側主気管支まで。気管軟骨
は 1/4 周程度。声帯低形成。合併奇形なし。②術中に食道壁
で形成した気管分岐部の閉塞をきたし再縫合形成。小胃症に
よる一時的な腸瘻管理、再噴門形成などを要した。声帯形成
不全で嚥下障害を認めるが、呼吸器離脱調整中。

［症例 3］III 型 1 歳男児。両大血管右室起始+大動脈縮窄合
併。通常体重 4kg で施行している③を体重増加不良のため
2.5kg で施行。成長発育障害顕著で、胃瘻脇漏れコントロー
ル困難で胃瘻閉鎖、経鼻胃管管理となった。呼吸器離脱調整
中。

［結語］重症 LTEC は救命可能となり、多段階手術により呼
吸、嚥下摂食、発声機能を温存し、QOL の確保が望めるよう
になった。しかし、個々の症例に応じた気道形成や呼吸管理
は必須であり、追加手術の削減と咽頭喉頭構造低形成例にお
ける機能温存回復が今後の課題である。

S4-6 先天性気管狭窄における長期的な気管
径の検討―手術群と非手術群の比較―

東京都立小児総合医療センター 外科

○原田 篤、下島 直樹、月崎 絢乃、東 紗弥、
水野 裕貴、石塚 悦昭、石濱 秀雄、
富田 紘史、下高原 昭廣、廣部 誠一

【目的】先天性気管狭窄症（Congenital tracheal stenosis：
CTS）で窒息のリスクが高い症例はスライド気管形成によっ
て狭窄を解除する手術を行うが、長期的な気管径の成長に関
しての検討の報告は少なく、当院での経過より後方視的な検
討を行った。【方法】2010 年から 2019 年まで当院を受診し診
療録が確認できた CTS 患者 85 人（手術群 52 人、保存加療
群 33 人）のうち、複数回 CT を撮影しており、かつスライド
気管形成を施行してから術後 4 年以上の経過観察を行った
患児を手術群とし、保存加療にて 4 年以上の経過観察を行っ
た患児を非手術群とした。両群における患者背景、気管径の
変化、臨床症状などについて後方視的に検討を行なった。な
お死亡例や転居などが理由で早期に他院での継続診療が主
となり、当院における定期診察のない症例は除外とした。【結
果】対象期間の該当症例は全 22 名で手術群 13 名（男 9、女
4）、保存群 9 名（男 6、女 3）であった。平均初診年齢は手
術群：7.5 ヶ月（3-14 ヶ月）、 保存群：10 ヶ月（0-30 ヶ月）で、
平均フォロー期間は 6 年 10 ヶ月（4 年-9 年 10 ヶ月）非手術
群の平均フォロー期間：6 年 3 ヶ月（4 年-10 年 1 ヶ月）で
あった。狭窄部気管径は手術群で 0.55 mm/y、保存群で 0.40
mm/y で成長していた。狭窄率（最狭窄部/正常気管径）に
関しては手術群 50.5％ から 94.8％ と著明な改善を認めた
が、保存群においては 63.3％ から 62.8％ と変化は認めな
かった。喘鳴や風邪をひきやすいなどの有症状率は手術群：
6/13（46.2％）、保存群 5/9（55.6％）であった。

【結論】気管径は非手術群、手術群の両群ともに同程度の成
長を認めた。狭窄率に関しては手術群では改善を認めるもの
の、非手術群では改善が乏しかった。手術群ではスライド気
管形成で狭窄率を改善することができ、長期的にも有効な術
式であることが示された。一方で保存群は狭窄率の改善はな
いものの、気管径は年齢と共に成長を認めるため、症例に
よっては長期的な保存加療が可能であることがわかった。
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S5-1 外科治療を要する気道異常症例に対す
る集中治療科医の役割

1）東京都立小児総合医療センター 救命・集中治療部 集中治
療科
2）東京都立小児総合医療センター 外科

○居石 崇志1）、正谷 憲宏1）、萩原 重俊1）、
小谷 匡史1）、下高原 昭廣2）、下島 直樹2）、
廣部 誠一2）、齊藤 修1）

【背景と目的】重症化した気道異常症例に対しては、
安定した外科治療を行う上で術前からの集中治療
管理が求められる。

【方法】当院集中治療室に入室した気道異常症例
（2016 年～2019 年）を対象とし後方視的に検討し
た。

【結果】気道異常症例の全入室 59 例（気管狭窄 39
例、気管無形成 1 例、声門下狭窄 4 例、気管食道瘻
1 例、気道腫瘍性疾患 11 例、外傷 3 例）。うち予定術
後入室 26 例、緊急入室 33 例。うち当院ドクター
カーを用いた迎え搬送 20 例（救急医および集中治
療医同乗）、Extracorporeal membrane oxygenation

（ECMO）による搬送 4 例。特に当院での戦略が奏効
した 2 症例を提示する。

【症例 1】1 歳 4 ヶ月 10kg 女児。中縦隔悪性腫瘍によ
る高度の気管圧排。挿管と同時に右頸部に ECMO
カニューレを挿入した上で経食道的針生検術施行。
先行して化学療法施行 4 日後に病理結果から再度
人工心肺下に腫瘍全摘術施行し治療継続。

【症例 2】1 ヶ月 2kg 女児。PA sling、先天性気管狭
窄で前医にて複数回事故抜管と胸骨圧迫歴あり。当
院医師による迎え搬送としたが移動困難にて断念。
同日緊急で ECMO 搬送チームを派遣し、当日に前
医で ECMO 導入後当院まで ECMO 搬送。2 週間後
に気管形成術施行後、生存退院。

【考察】緊急入室を要した気道異常症例の約 6 割が
ドクターカーを用いた迎え搬送であり、集中治療の
継続とともに外科医と連携した術前管理が求めら
れる。バックアップ戦略としての ECMO の選択や、
搬送困難症例での ECMO 導入により予定した外科
治療を完遂することが可能であった。

S5-2 先天性気管狭窄症の術後管理に ECMO
を必要とした症例の検討

1）東京都立小児総合医療センター 外科
2）東京都立小児総合医療センター救命・集中治療部 集中治療
科

○下島 直樹1）、月﨑 絢乃1）、東 紗弥1）、
水野 裕貴1）、原田 篤1）、石塚 悦昭1）、
石濱 秀雄1）、富田 紘史1）、下高原 昭廣1）、
居石 崇志2）、齊藤 修2）、廣部 誠一1）

【はじめに】先天性気管狭窄症の術後急性期における管理では
気管浮腫、出血などによる換気不全や重症心奇形に起因する
心不全、チアノーゼ、肺高血圧などにより気管挿管、人工呼吸
下でも低酸素性虚血性脳症のリスクを伴う。手術死亡率も高
い。当院ではそのリスクを減らし救命率を向上させるために
ECMO を導入している。症例を分析し、その意義を検討した。

【対象と方法】先天性気管狭窄症に対する気管形成術 53 例の
うち術後 ECMO を必要とした症例を対象として導入の時期、
適応、背景因子、合併症、死亡について後方視的に検討した。

【結果】該当症例は 18 例で 19 回の ECMO が導入されていた。
導入時期は気管形成が終了し換気再開後にリスク評価をして
導入を決定した手術室導入が 16 回、術後の急変時に緊急導入
したのが 3 回であった。適応は手術室導入においては浮腫、気
道開通性不良が 10 回、気道内出血が 5 回、縫合部からのエ
アーリークが 1 回であり、緊急導入の 3 回は仮性肺動脈瘤に
よる気道圧迫、縫合不全、換気不全がそれぞれ 1 回ずつであっ
た。背景因子には術前 ECMO（7 例）、片肺無形成・低形成

（5 例）、重症心奇形合併（4 例）のほか、気管支狭窄、bridging
bronchus，tracheal bronchus，ほぼ全長に渡る非常に長い狭
窄、体重 3 キロ未満などがあった。合併症は止血処置を要する
出血 3 回、縦隔炎 2 回、気道内出血、回路閉塞、敗血症が 1
回ずつであった。死亡例は 4/18 例（28％）であった。

【考察】多くは手術室導入であり、気管形成終了後の換気再開
後に気道内出血や換気不良、低酸素血症、高炭酸ガス血症を認
めた際に無理せず、周術期の良好な酸素化を得るために
ECMO が導入されていた。術後 ECMO 期間の中央値は 7 日
で 3 週を超える長期化 ECMO は 4/19（21％）であった。

【結語】気管形成術後早期の換気不安定な時期に適応を選んで
ECMO 導入し脳出血、脳 塞などの合併症なく成果をあげら
れた。関連各科とのチーム医療が大切であった。
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S5-3 患側肺の主気管支と気管吻合を行った
Communicating bronchopulmonary
foregut malformation（CBPFM）の 2
例

長野県立こども病院 外科

○高見澤 滋、好沢 克、畑田 智子、石井 惇也、
清水 徹

食道から起始する主気管支を食道から離断し、気管と端側
吻合することで患側肺を温存し得た Communicating
bronchopulmonary foregut malformation（CBPFM）の 2
例を経験したので報告する。【症例 1】11 才、男児。在胎
37 週、2,356g で出生した直後に呼吸障害のため気管内挿
管され当院 NICU へ搬送となった。入院時の胸部レントゲ
ン写真で右肺に含気が認められなかったが、日齢 9 の食道
造影検査で右主気管支食道起始症と診断された。右肺の感
染を防止するため ED チューブ栄養を開始し、全長型先天
性気管狭窄症に対して狭窄部気管のバルーン拡張を行い、
気管内挿管による気道確保の後、5 ヵ月時に右主気管支気
管吻合術を行った。術後の肺換気・血流シンチグラフィー
で右肺：左肺＝45％：55％ と右肺機能が温存されている
ことが確認された。1 才 8 ヵ月時にスライド気管形成術を
行い、現在は自然気道で酸素投与なく養護学校に通学して
いる。【症例 2】1 歳 3 ヵ月、女児。在胎 37 週、2,225g で出
生後に呼吸障害を認め、胸部レントゲン写真で右無気肺の
ため気管内挿管された。気管支ファイバー、食道造影、胸
部造影 CT 検査で右主気管支食道起始症と診断された。
ED チューブ栄養を行いながら体重の増加を待ち、4 ヵ月
時（体重 5.1kg）に右主気管支気管吻合術を行った。術野で
右主気管支内に挿管して加圧したが右肺全体が換気され
ることはなかった。術後、気管支ファイバー下に吻合部の
バルーン拡張術を 3 回施行した。肺血流シンチグラフィー
による患側肺：健側肺の RI カウント比は 6：94（術前）、
13：87（術後）であった。10 ヵ月時に心房中隔欠損症に対
するパッチ閉鎖術を施行し、肺炎の発症なく在宅酸素療法
を行い外来フォローアップ中である。【考察】肺動静脈の走
行が正常な CBPFM の患側肺は、術中に換気が可能であ
れば肺機能を回復できる可能性があるため、主気管支気管
吻合を行う試みは有用であると思われた。

S5-4 両側気管支狭窄病変により長期呼吸管
理を要した乳児例

埼玉県立小児医療センター 集中治療科

○濱本 学、新津 健裕、植田 育也

【症例】8 ヶ月，女児【臨床経過】在胎 34 週 2 日，1755g にて
出生。出生後呼吸障害を認め，当院 NICU へ入院となった。
入院後，large VSD，PDA，十二指腸狭窄，低位鎖肛を認め，
生後早期に十二指腸十二指腸吻合術および PDA 結紮術・
PA banding 術が施行された。出生時より人工呼吸管理とな
り，一時的に抜管するも，呼吸障害が持続し，CPAP 管理を
継続した。しかし，生後 3 ヶ月時に換気不全のため再挿管と
なり，拡張した左 PA の圧排による左主気管支狭窄が影響し
たと考えられ，VSD 閉鎖術を施行した。術後管理目的に
PICU へ転棟し，術後 5 日目に抜管し，NPPV 管理となった。
しかし，換気不全のエピソードにて再挿管となり，胸部 CT
上左気管支軟化症を認めた。再び抜管し，NPPV 管理となっ
たが、換気不全を繰り返すため気管切開術が検討された。し
かし，家族の了承が得られず，同時に呼吸状態も安定したた
め，約 1 ヶ月間の NPPV 管理後離脱となった。その後，経口
摂取を開始した頃から，呼吸状態が悪化し，再び NPPV 管理
となった。その後は呼吸状態の改善に乏しく，気道評価目的
に挿管し精査を行ったところ，左主気管支狭窄に加え，右主
気管支入口部の重度狭窄が確認された。狭窄の原因として浮
腫性変化を考慮し，ステロイド・アドレナリン直接噴霧およ
び吸入，鎮静筋弛緩管理，ステロイド全身投与，NAVA によ
る呼吸管理などの内科的治療を継続したが，重度狭窄の所見
が持続した。その後も右主気管支狭窄は残存するがその程度
は改善し，約 1 ヶ月間の挿管管理の後に NPPV 管理に移行し
た。その後は経管栄養を行いながら，徐々に NPPV 管理を
ウィーニングし，現在は CPAP 管理で日中は離脱可能な状態
まで改善している。【考察】本症例では，気切・在宅人工呼吸
管理の適応と考えられたが，家族の了承が得られなかったた
め，現在は NPPV 管理を行いながら呼吸状態の改善を期待し
て体重増加を図る方針としている。今後の方針として気管切
開術のタイミングや外科的介入の適応について議論したい。
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S5-5 長期の集中治療室管理が必要であった、
喉頭軟化症の術後管理の一例

1）静岡県立こども病院 小児集中治療科
2）静岡県立こども病院 小児外科

○佐藤 光則1）、川崎 達也1）、金沢 貴保1）、
福本 弘二2）、漆原 直人2）

【はじめに】
重症喉頭軟化症に対しての喉頭顕微鏡下喉頭形成術は気管切開を回
避しうる有効な治療方法である。術後は手術侵襲に伴う喉頭浮腫と嚥
下障害の影響でしばしば呼吸不全をきたすため厳重な観察が必要と
なる。今回、長期の集中治療管理を要したが最終的に気管切開を回避
し得た症例を経験したので報告する。

【症例】
日齢 5 男児 在胎 41 週 1 日で出生 出生体重 3784g 日齢 2 より
啼泣時に増悪する喘鳴と陥没呼吸あり、酸素飽和度の低下を認めるよ
うになった。日齢 5 に精査加療の為、当院に転院となった。

【経過】
啼泣時の上気道閉塞症状は非常に強く、完全閉塞に近い状態であっ
た。鎮静薬の投与により啼泣を予防する管理を開始した。入室 4 日目
に喉頭ファイバーを行い、喉頭軟化症（II+III 型）と診断した。入室
5 日目、危機的な低酸素血症のエピソードを繰り返したため気管挿管
をおこない人工呼吸管理とした。入室 7 日目に喉頭顕微鏡下喉頭形成
術が行われた。入室 9 日目に抜管。抜管後は上気道狭窄症状が残存し
たが術後の一過性なものと考え、経過観察を行った。その後も酸素飽
和度が低下する事象が頻繁にあり集中治療室での管理を継続した。喉
頭ファイバーでの再評価で I+II 型の喉頭軟化所見を認めたため再手
術の方針となり、入室 36 日目に喉頭顕微鏡下喉頭形成術を行った。入
室 39 日目に抜管。上気道狭窄は改善したが誤嚥により肺炎と低酸素
血症を生じ、抗菌薬投与、腹臥位、口腔内持続吸引、鎮静で対応した。
入室 50 日目、嚥下が安定し酸素投与を終了することが出来た。入室 52
日目に一般病棟へ転棟した。その後は再入室することなく、転棟 44
日後に退院し、外来通院は 1 歳 9 か月で終診となった。

【考察】
当院で行われた乳児期の喉頭顕微鏡下喉頭形成術の術後集中治療室
滞在日数は平均 22 日間と長期にわたる。安全に術後管理を行うため
には長期にわたって綿密な患者の観察とモニタリングを行える診療
体制が必要である。

S5-6 両大血管右室起始症を合併した気管無
形成症例に対する気道管理

1）兵庫県立こども病院 集中治療科
2）兵庫県立こども病院 小児外科

○長井 勇樹1）、制野 勇介1）、青木 一憲1）、
長谷川 智巳1）、黒澤 寛史1）、前田 貢作2）

【はじめに】気管無形成症は非常に稀な先天性疾患であ
り、複雑心奇形合併例の予後は非常に不良である。出生
直後の適切な蘇生処置とそれに続く姑息的手術により
生存可能であるが、気道の開存および呼吸管理に難渋す
る事が多い。今回我々は気道管理に難渋した気管無形成
症例を経験したので報告する。【症例】症例は 1 歳 7 か
月。在胎 30 週 1 日、1076g で出生。出生直後より呼吸不
全を認め、挿管・人工呼吸管理を開始。気管支鏡検査で
気管無形成 Floyd II 型、食道閉鎖症と診断。両大血管右
室起始症の合併を認めた。日齢 1 に食道絞扼術、胃瘻造
設術を施行。日齢 81 に肺動脈絞扼術、日齢 276 に気管
食道瘻離断術を施行。日齢 354 に代用気管瘻（頸部食道
瘻孔）造設術を施行。上部食道を離断し、頭側は縫合閉
鎖、尾側は皮膚と吻合して食道皮膚瘻とし、気管切開
チューブは可動式の固定翼を備えたラセン入気管切開
チューブ（内径 3.5mm、外径 5.3mm）を使用。食道気管
瘻をステントし、チューブ先端が気管分岐部直上にくる
ように留置。術後は PICU に入室し、集中治療科と小児
外科が連携し、全身管理を施行した。咳嗽や怒責時の
チューブ先端の微小な変化、感染による分泌物の増加に
より容易に呼吸状態の増悪を認めた。換気不良の兆候を
早期に認識し、集中治療医による適切な鎮静と呼吸サ
ポート、小児外科医と協同したチューブ位置調整を行う
事で心肺蘇生を要するイベントなく経過した。より安定
した気道管理を得るために児の気道画像から作成され
た特殊チューブの使用を検討している。【考察】気管無
形成症例では瘻孔を気管切開チューブで適切にステン
ト出来たとしても、チューブ先端の微小な変化などによ
り容易に重大な換気不全が起こり得る。致死的なイベン
トを避けるためには解剖学的特徴を把握した上で、迅速
に適切な介入を行うことが必要不可欠である。
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S6-1 〔エキスパートに聞く〕
気管支閉鎖症の診断
―CTで確認すべき所見―

神奈川県立こども医療センター 放射線科

○野澤 久美子

気管支閉鎖症は、胎児期に何らかの原因で気管支が閉塞
することによって生じる肺の異常で、閉鎖気管支の遠位側
に生じる粘液栓とその支配領域の過膨張肺が特徴的な画像
所見として知られている。嚢胞性病変を伴うことがあり、感
染を契機に診断されることも少なくない。近年では胎児診
断の進歩と普及により胎児期に診断される先天性嚢胞性肺
疾患症例が増加し、加えて CT を代表とする画像診断装置
の進歩により新生児期でも気管支や肺の詳細な形態評価が
可能となり、気管支閉鎖症の診断に大きく寄与している。

CT で評価すべき最も重要な構造は、気管支と肺である
が、まず異常の有無を認識しやすいのは肺の異常である。特
に透過性亢進域について着目し、既存の肺血管や気管支構
造を有する透過性亢進を示す区域を認める場合は、気管支
閉鎖症の可能性を念頭に気管支の詳細な評価を行う。気管
支の評価は、閉鎖の有無が診断に直結する重要な所見で、閉
鎖部位の頻度が高い区域気管支の確認が重要である。中枢
側からの評価だけでなく、肺透過性亢進域に描出される末
梢側気管支を中枢側に追跡することも開存の有無を評価す
る一助となる。閉鎖気管支の遠位部に生じる粘液栓は大き
さや形が様々で、小さなものは併走する肺動脈と同程度の
大きさでしか認識できない場合もあり、単純 CT では血管
との区別も困難な場合が少なくないため、読影の際に注意
を要する。肺分画症の鑑別も含めて一度は造影 CT での評
価が必要で、その際、気管支の閉鎖部位の近傍に肺動脈に隣
接する低吸収構造の有無を確認する。肺の過膨張所見は
Kohn 孔などの側副換気による air trapping のためと考え
られているが、新生児期ではこの特徴的な所見が明らかで
なく非特異的な含気低下域を呈する場合があり注意が必要
である。複数の区域に病変を認める症例や、分葉異常を伴う
ことが少なくなく、治療方針決定や術前情報に重要な評価
項目である。

S6-2 〔エキスパートに聞く〕
嚢胞性肺疾患の病理学的鑑別
・・・気管支閉鎖とCPAM2型

1）獨協医科大学埼玉医療センター 病理診断科
2）東京都立小児総合医療センター 検査科

○松岡 健太郎1,2）

小児の呼吸器疾患には先天的要因が関連する疾患
が多く、これに周産期における要因、乳幼児期にお
ける発育との関連も加わり、病態は複雑多岐にわた
る。小児肺疾患ではしばしば肺低形成や嚢胞形成な
どを生じ、生命予後が不良であることも少なくな
い。嚢胞形成を伴う疾患としては、気管支閉鎖

（Bronchial atresia；BA）、先天性肺気道奇形（Con-
genital pulmonary airway malformation；CPAM）、
肺分画症、気管支性嚢胞、末梢性肺嚢胞などがある。
いずれも中等大の嚢胞を形成することの多い BA
と CPAM2 型との鑑別は長らく論争されている。こ
のうち、BA では中枢側を盲端とする閉鎖が生じ、そ
れより末梢の気管支には粘液貯留がみられ、末梢細
気管支の多発性嚢胞状拡張をともなう。閉鎖気管支
近傍には閉塞性肺炎の所見をみることが多い。同様
の病態は、高度の気管支狭窄などによっても生じる
可能性もあり、臨床診断もきわめて重要である。一
方、CPAM2 型では比較的大きさのそろった嚢胞が
多数認められるのが特徴である。しかしながら、
CPAM2 型ではしばしば閉塞性肺炎を伴っている
ことがあり、 組織学的に BA と類似した像を呈し、
診断に難渋することは少なくない。 このことから、
発症機序の観点から BA と診断されるべき症例が
CPAM2 型と診断されている可能性がある。本セッ
ションでは、BA および CPAM2 型の病理組織学的
特徴について概説し、両者の異同について検討す
る。
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S6-3 気管支閉鎖症の診断とその発症機序

東京都立小児総合医療センター 外科

○下高原 昭廣、月崎 絢乃、東 紗弥、
水野 裕貴、原田 篤、石塚 悦昭、石濱 秀雄、
富田 紘史、下島 直樹、廣部 誠一

先天性嚢胞性肺疾患の診断と分類は未だ確立され
ておらず、報告者によって診断が異なってしまうの
が現状である。特に気管支閉鎖症（BA）と congeni-
tal pulmonary airway malformation（CPAM）の区別
は問題となることが多い。BA は閉塞部より末梢の
気管支拡張、粘液貯留と炎症、側副換気孔による気
腫の 3 つの要素が重なり合うため多彩な画像所見
を呈し、これらが大小さまざまな嚢胞を形成する
CPAM と類似しているため、嚢胞の形態だけで区
別することは難しいからである。もう一つの理由
は、気管支の閉鎖に伴う二次的な microcystic pa-
renchymal maldevelopment が CPAM、特に type2
の病理組織学的所見と同様なためである。 つまり、
術前の画像診断でも術後の病理診断でも BA と
CPAM は混同されやすい。BA に特徴的な所見があ
れば CPAM 所見の有無にかかわらず BA と診断し
ているため、これらを区別するには常に気管支の閉
鎖所見に目を光らせねばならない。術前は CT・気
管支鏡で気管支と嚢胞との関係を入念に探索し、術
後の病理検査においてはミクロ所見のみに注目せ
ず実体顕微鏡を使用した詳細な観察を行う。当院で
の BA 症例を後方視的に検討し、その診断について
考察する。また術中所見を唯一観察できる外科医
は、気管支と肺血管との位置関係に十分留意しつつ
手術を進めることで BA の診断に寄与するが、最近
我々が経験した症例からは BA の発症機序につい
ても示唆に富む 2 つの所見が得られた。右下葉 BA
での肺静脈による気管支の壁外性圧迫と、左下葉
BA での過剰気管支の屈曲・閉塞である。

S6-4 気管支閉鎖の診断と治療

1）神奈川県立こども医療センター 外科
2）神奈川県立こども医療センター 放射線科
3）神奈川県立こども医療センター 病理診断科

○望月 響子1）、新開 真人1）、北河 徳彦1）、
臼井 秀仁1）、藤井 俊輔1）、河北 一誠1）、
都築 行広1）、篠原 彰太1）、野澤 久美子2）、
田中 水緒3）

【目的】近年、画像診断の向上により気管支閉鎖（BA）の術前診
断が可能となった。BA の診断と適切な治療方針について当院の
経験をもとに検討した。

【方法】対象は 2001～2019 年 5 月出生先天性嚢胞性肺疾患 71
例中、BA の画像診断となった 20 例。臨床的、画像的特徴を検討
した。

【結果】在胎週数・出生体重中央値は 39 週、3091g。発見時週数
中央値 23 週、胎児期 MRI は全例に施行（中央値 31 週）し、胎
児期 BA 診断率は 55％。胎児期治療介入なし。新生児画像精査

（CT、MRI）は、BA 診断率 80％。呼吸障害や縦隔偏位で 3 例に
新生児手術施行（日齢中央値 2）し、この 3 例の術前 BA 診断率
は 100％。術式は開胸肺葉切除 2 例、開胸区域切除 1 例で周術期
合併症なく、病理診断も全例 BA。新生児手術例を除いた 17 例の
follow up 画像精査（造影 CT、MRI）は月齢中央値 6 で施行し、
BA 診断率 100％。計画的待機手術は 6 例に施行（月齢中央値
10）。 術前経過中肺炎併発 2 例。 術式は胸腔鏡下肺葉切除 5 例、
区域切除 1 例。著明な葉間分離不全の 1 例で病変の残存を認め
追加切除を要し、その 1 例（unspecified）を除く 5 例の病理診断
は BA。幼児期以降無治療経過観察を選択した 8 例のうち反復性
肺炎で月齢 42 に肺葉切除を要した 1 例（病理診断 BA）を除く
7 例は中央値 6 年の経過観察継続中であるが、1 例は肺炎併発の
既往がある。8 例の病変画像所見は気腫のみ 3、気腫＋嚢胞 3、小
さい病変 2 例で、感染併発 2 例は気腫＋嚢胞。しかし、同所見で
経過観察中に嚢胞が消失した例もあった。残り 3 例は生後半年
前後の乳児で手術待機 2 例、経過観察考慮 1 例である。尚、術前
画像診断が BA 以外の症例の病理診断に BA はなかった。

【結語】BA は出生後の画像診断と病変の性状評価が重要である。
出生後有症状例は新生児手術の適応となり、肺炎併発例や嚢胞
成分が多い場合は計画的待機手術の適応となる。気腫性病変の
みの場合は無治療経過観察可能と考えるが、気腫性＋嚢胞病変
の治療方針についてはさらなる検討が必要である。
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S6-5 術前CT画像による気管支閉鎖症と先
天性肺気道形成異常の鑑別に関する検
討

1）慶應義塾大学医学部 小児外科
2）国立研究開発法人 国立成育医療研究センター 呼吸器科

○梅山 知成1）、金森 洋樹1）、加藤 源俊1）、
狩野 元宏1）、藤村 匠1）、肥沼 悟郎2）、
黒田 達夫1）

気管支・肺発生の遅延や停止を原因とする先天性肺気道
形成異常（CPAM：congenital pulmonary airway malfor-
mation）と、気管支形成障害を原因とする気管支閉鎖症

（BA：bronchial atresia）は代表的先天性嚢胞性肺疾患で
あり、しばしば鑑別が問題となる。CPAM の一部の症例
は出生前から病変の増大による胎児肺循環障害を生じ、
胎児水腫、子宮内胎児死亡や生直後の重篤な呼吸障害を
合併することがある。BA は末梢側気管支や肺胞構造は
保持され、末梢気管支の拡張、粘液貯留と炎症、側副換気
による気腫から成長に伴って感染症状を呈する例が多
い。生下時の呼吸状態や呼吸器感染症状の発症年齢など、
両者の臨床像は若干異なり、感染の反復による術後肺発
育の阻害を予防するために至適な時期に手術を行う観点
から、臨床的な両者の鑑別は重要と思われる。
今回、我々は術前 CT 画像の所見と組織学的診断から術
前鑑別診断は可能であるか後方視的に検討した。2005
年 7 月から 2018 年 10 月に当院で手術を施行し、病理組
織学的診断がついた BA 8 例、CPAM 7 例（1 型 6 例、2
型 1 例、7 例中 1 例は肺葉外分画症を合併）について術前
CT 画像を後方視的に再検討した。主に血管構造に注目
したところ、BA では 8 例中 5 例で気管と並走する血管
構造が嚢胞中心部に入り込んでおり、CPAM では 7 例す
べてで気管支と必ずしも並走しない血管構造が嚢胞部分
の辺縁を走行する所見が認められた。嚢胞が小さく、多房
性の場合や単純 CT のみが撮影されている症例では血管
構造を末梢まで追うことが難しく判断が難しい症例も存
在するが、今回報告する血管構造の差異により臨床的に
BA を鑑別できる可能性が示唆された。これにより症状
の予測に合わせて治療時期を適切に判断し、肺炎発症・
肺発育不良のリスクを下げられるものと思われた。

S6-6 当院における嚢胞性肺疾患の予後

成育医療研究センター 小児外科

○山田 洋平、工藤 裕実、三宅 和恵、
藤田 拓郎、沓掛 真衣、森 禎三郎、
田原 和典、菱木 知郎、藤野 明浩、金森 豊

背景：嚢胞性肺疾患の手術予後は良好とされるが、合併する気道症
状、術後中長期の胸郭変形や肺機能、また非手術症例の経過などは
十分なデータが存在しないのが現状である。

方法：当院にて 2002 年から 2017 年にかけて施行された 160 例の
嚢胞性肺疾患手術症例（胎児診断は 87 例）を対象に最終診断・手術
時年齢・手術情報・経過中の合併症・胸郭変形・肺機能データの
後方視的解析を行った。また、保存的に観察している嚢胞性肺疾患
患者 17 例の特徴と経過を解析した。

結果：最終診断の内訳は、気管支閉鎖 67 例、CCAM45 例、肺分画
症 36 例、肺葉性肺気腫 9 例、混合型 5 例、胸膜肺芽腫 1 例であった。
胎児診断は 87 例で生後 30 日以内の手術は 28 例に施行されてい
た。待機手術 59 例は、生後 165-1565 日の間に手術が施行され、術
前感染は 6 例にみられた。非胎児診断 74 例の手術時期は 1 例の新
生児期手術を除いて、生後 31 日から 10.9 歳までに手術が施行され
ており、内 58 例に病変部への感染の既往があった。手術時期別の肺
機能予後分析を行うと、新生児期、2 歳以前、2 歳以降の比較では、
2 歳以降に手術を受けた例で、有意に％FEV が低い傾向にあった。
術後気管支拡張薬やステロイドの吸入薬が一度でも投与された割
合は全手術症例の 28％ であった。Haller index が 5 以上の症例は
10 例存在し、Nuss 法は 8 例に施行されていた。Nuss 法が施行され
た 8 例の内、 6 例は嚢胞性肺疾患の術前から漏斗胸を呈していた。
非手術症例 17 例の内訳は、CCAM3 例、肺嚢胞 1 例、肺葉外肺分画
症 5 例、気管支閉鎖 8 例であった。観察期間は 1 年から 16 年であ
り、これまでのところ病変部への感染などは認めていない。

結論：嚢胞性肺疾患術後の経過は大部分の症例で良好であるが、気
管支喘息や気管支炎など投薬が長期にわたる症例や、病変そのもの
に起因する変形の強い漏斗胸症例も存在し、非手術症例も含めて、
外科及び呼吸器科両側面からフォローが必要である。
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S6-7 病理診断で気管支閉鎖症（Bronchial
atresia：BA）と最終診断された小児嚢
胞性肺疾患の臨床的検討

大阪大学大学院 医学系研究科小児成育外科

○出口 幸一、田附 裕子、東堂 まりえ、
岩崎 駿、當山 千巌、渡邊 美穂、野村 元成、
阪 龍太、上野 豪久、奥山 宏臣

背景：嚢胞性肺疾患（Cystic lung disease：CLD）は複数の病型を
含む疾患概念である。今回、病理診断で気管支閉鎖症（Bronchial
atresia：BA）と最終診断された嚢胞性肺疾患（Cystic lung dis-
ease：CLD）の周産期経過および術後経過を、後方視的に検討し
た。
方法：1990 年から 2019 年に当院にて外科的治療を行った CLD80
例のうち、手術未施行の 5 例を除いた 75 例を解析対象とした。術
後の病理診断から BA 群、非 BA 群に分類し、診療録より後方視的
に 2 群間の比較検討を行った。検討項目は胎児診断、胎児期治療、
術式、手術時期、入院期間とした。
結果：BA 群は 29 例、非 BA 群は 46 例（うち CPAM27 例、BPS
15 例、その他 5 例）であった。出生前診断は BA 群の 79.3％、非
BA 群の 76.1％ でなされていた。胎児水腫例は BA 群で 0％ で
あったのに対し、非 BA 群の 28.3％ に認められ、非 BA 群の 17.4％
に胎児期治療が施行された。在胎週数中央値は BA 群で 39 週、非
BA 群で 38 週であり、出生体重中央値は BA 群で 3034g（1786-
3774g）、非 BA 群で 3008g（1890-4168g）とほぼ同等であった。
生後 1 週間以内の早期手術が行われた症例は、BA 群で 3 例

（10.3％）、非 BA 群で 22 例（47.8％）であり、有意に非 BA 群に多
かった。術式としては肺葉切除が BA 群の 69.0％、非 BA 群の
54.3％ に選択され、また鏡視下手術は BA 群の 1 例、非 BA 群の 5
例で選択されたが、非 BA 群の鏡視下手術 5 例はいずれも肺分画
症であった。
入院期間中央値は BA 群で 11 日（6-34 日）、非 BA 群で 23 日（5-
129 日）であり、非 BA 群で有意に延長した。予後に関しては、非
BA 群 1 例を呼吸不全で失ったが、それ以外は全例生存している。
まとめ：BA は胎児水腫、胎児治療が少なく、待機的な手術が可能
であった。また、入院期間は非 BA 例と比較して短く、予後は良好
であった。術式は両群ともに肺葉切除が多かった。現時点では予後
良好な BA においても鏡視下手術数は少ないが、今後、待機手術の
選択により胸腔鏡併用手術により手術侵襲の低減が期待される。
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S7-1 先天性C型食道閉鎖や心疾患を合併し
た左 B6の気管支閉鎖症の 18trisomy
の 1例

日本赤十字社医療センター 小児外科

○五嶋 翼、吉田 真理子、中原 さおり

症例は 18trisomy の女児、胎児エコーにより左胸腔内嚢胞
性病変、VSD、小脳低形成、overlapping finger 等の多発奇
形を指摘されていた。胎児機能不全のため、在胎 39 週 4
日に緊急帝王切開 1538g で出生した。出生後 NICU 管理と
なり，単純レントゲンや超音波検査所見から先天性 C 型食
道閉鎖症と嚢胞性肺疾患と診断された。併存症として、
ASD、VSD、CoA、上肢の先天奇形などを認めた。日齢 0
に食道バンディング及び胃瘻造設術を施行した。開腹する
と腹腔内に腸液や胎便の漏出を認め、横行結腸穿孔の診断
で、人工肛門造設も施行した。術後経過は良好であった。
左肺に多発する嚢胞性病変は、CT で S6 領域に限局してお
り、B6 の気管支閉鎖を疑っていたが、心疾患の併存もあ
り、PA バンディング後は呼吸状態も安定していたため、気
管挿管下に経過観察とした。しかし、徐々に嚢胞は拡大し、
生後 3 ヶ月ころから対側の健常肺や縦隔を圧排し、呼吸・
循環のコントロールが困難となったため、病変を含めた左
下葉切除を施行する方針となり、片肺換気下に後側方開胸
で手術を施行した。創直下に拡張した嚢胞が肺表面に多数
確認でき、左肺の外側および背側全体を占拠していた。分
葉不全があり、葉間形成を行いつつ下葉切除を行った。途
中、大動脈様に見える PDA に注意しながら動脈、静脈、気
管支の順に結紮切離を行った。葉間形成面からエアリーク
があったため、止血シートを貼付し、ドレーンを留置して
手術を終了した。病理組織診断では肉眼的には S6 領域に
多発性の嚢胞性病変がみられ、気管支 B6 のみ開通性を欠
いている所見であった。組織学的には、有毛立方上皮と円
柱上皮に裏打ちされた多発性嚢胞性病変が既存の肺胞構
造と隣接しており、周囲に軟骨組織は見られなかった。術
後エアリークがしばらく残存したが、徐々に改善し単純レ
ントゲンでも対側肺の圧排がみられなくなり呼吸及び循
環のコントロールが可能となった。

S7-2 気管支原性嚢胞を合併した先天性気管
支閉鎖症の 1例

1）京都府立医科大学 小児外科
2）近江八幡市立総合医療センター 小児外科
3）京都府立医科大学 呼吸器外科

○福永 健治1）、瀧本 篤郎1,2）、古川 泰三1）、
津田 知樹2）、坂井 宏平1）、東 真弓1）、
文野 誠久1）、青井 重善1）、井上 匡美3）、
田尻 達郎1）

【症例】症例は 1 歳，女児．出生前より右上縦隔に嚢胞
性病変の指摘あり．在胎 39 週 3 日，出生時体重 3240
g，APS8/9 で出生．呼吸状態安定しており，精査加療
目的で当科紹介．画像評価にて右 B1，3 の閉鎖および末
梢側の肺の気腫性病変並びに右肺尖部より甲状腺背側
に連続する嚢胞性腫瘤を認めた．気管支閉鎖症，気管支
原性嚢胞と診断し，1 歳 9 ヶ月時に待機的に手術を施行
した．
手術は第 5 肋間開胸で施行．右上葉の気腫性病変と上
縦隔の嚢胞性病変に連続性はなく胸膜で隔てられ接し
ていた．右上葉切除後，嚢胞性病変に対しても全摘する
予定であったが，頭側は気管に強固に癒着しており，亜
全摘とした．術後状態安定しており，8 日目に退院した．
切除検体の病理検査では上葉については拡張した気管
支内やその周囲の肺胞腔内に粘液貯留や泡沫細胞を認
め，その末梢の肺胞の拡張を認め，気管支閉鎖症と診断
された．縦隔腫瘤については嚢胞内面は異型の乏しい
繊毛円柱上皮に被覆され，嚢胞壁には平滑筋や気管支
腺，軟骨が認められ，気管支原性嚢胞と判断された．現
在外来にて頚部の残存病変を評価しているが，増大な
く経過している．

【考察】気管支閉鎖症は一般的に気管支形成後の血流障
害による二次的要因によるものと考えられているのに
対して，気管支原性嚢胞は副肺芽の形成による発生異
常と考えられており，両者は異なる機序で発生すると
されている．
先天性嚢胞性肺疾患である先天性嚢胞性腺腫様奇形，
肺分画症，気管支閉鎖症が混在する症例の報告は散見
されるが，気管支閉鎖症に気管支原性嚢胞を合併した
症例の報告は本邦では 5 例と極めて少なく，自験例を
踏まえ若干の文献的考察を加えて報告する．
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S7-3 緊急開胸・嚢胞ドレナージを要した先
天性嚢胞性腺腫様奇形（CCAM）の 2
例

東京女子医科大学八千代医療センター 小児外科

○矢部 清晃、武之内 史子、松岡 亜記、
工藤 渉、中田 千香子、幸地 克憲

【はじめに】CCAM は，時に緊張性嚢胞に進行し外科的介入
が必要となる疾患である．今回当院で，緊急開胸・嚢胞ドレ
ナージを要した CCAM を 2 例経験したので報告する．

【症例 1】日齢 0，男児．胎児超音波検査で，右肺に 10-20mm
大の嚢胞性病変を複数認め，CCAMI 型が疑われた．正常肺胸
郭比は 0.11 以下，CCAM 容積比は 1.6 以上を推移し増悪傾向
であった．胎児 MRI で右肺は複数の嚢胞で占拠され、縦隔は
左側偏位しており，健側肺の重度低形成が予測された．胎児
水腫はなかった．娩出直前に経子宮壁的に右肺嚢胞内容液を
130ml 穿刺吸引し，在胎 38 週 3280g で出生した．胸部 X 線
で，右肺の過膨張と縦隔の左側偏位を認めた．心臓超音波検
査では，PDA の収縮期での右左短絡路を認め，肺高血圧症が
存在した．HFO による呼吸管理で肺高血圧症の改善を待ち，
待機手術の方針とした． 右肺嚢胞の過膨張は徐々に進行し，
日齢 8 に循環不全となり，日齢 9 に緊急開胸・嚢胞ドレナー
ジを行った．これにより呼吸・循環動態は改善し，日齢 14
に右上・中葉切除を施行した．病理組織で Stocker 分類
CCAMI 型と診断した．経過良好で，術後 39 日に退院した．

【症例 2】9 か月，男児．出生前診断・周産期異常なし．発熱，
咳嗽を主訴に前医受診．胸部 X 線で，左肺の過膨張と縦隔の
右側偏位を認め，CT で左肺上葉の巨大嚢胞を認め，当院搬送
となった．来院時，頻呼吸と著明な陥没呼吸があり呼吸不全
の状態であった．左 CCAM の緊張性嚢胞を疑い，PICU 内で
緊急開胸・嚢胞ドレナージを行った．これにより呼吸障害は
改善した．画像検査では，右肺に広範囲な無気肺を認め，持
続陽圧呼吸や理学療法による無気肺の改善を待ち，入院 12
日目に左肺上葉切除を施行した．病理組織で Stocker 分類
CCAMI 型と診断した．経過良好で，術後 27 日に退院した．

【まとめ】緊張性嚢胞に進行した CCAM では，嚢胞の減圧を
優先することで，患児の呼吸・循環動態を安定化し，肺葉切
除を安全に施行できた．

S7-4 出生前診断され新生児期に手術を要し
たCPAMの 1例：胎児画像診断による
後方視的検討

筑波大学医学医療系 小児外科

○相吉 翼、増本 幸二、高安 肇、堀口 比奈子、
白根 和樹、伊藤 愛香里、根本 悠里、
田中 尚、佐々木 理人、千葉 史子、
小野 健太郎、神保 教広、瓜田 泰久、
新開 統子

【はじめに】出生前診断され、生後より呼吸障害の進行
をみた CPAM 症例について、その経過を報告し、出生
前診断時のリスク予測指標の有用性について考察する。

【症例】日齢 2、男児。在胎 15 週より先天性嚢胞性肺疾
患が疑われた。在胎 35 週の胎児 MRI では左肺に長径 3
cm 大の単房性嚢胞性病変を認め、縦隔偏位は認めな
かった。在胎 39 週 4 日、母体は陣痛発来し当院産科に
向かう途中、車内分娩となった。出生体重 3,348g、明ら
かな仮死兆候はなかった。日齢 0 より徐々に多呼吸、酸
素飽和度低下を認めたため、酸素投与を開始した。同日
胸部単純 CT を撮影し、左肺上葉に長径 3.5cm 大の単房
性嚢胞を認めた。経時的に嚢胞径増大を認め、日齢 2
には嚢胞長径は 5.5cm となり、縦隔偏位、呼吸障害が進
行したため、左肺上葉切除術を施行した。術後 44 日目
に酸素投与を要さず退院となった。病理組織学的検査に
より、病変は CPAM type I と診断された。術後 6 か月現
在、呼吸障害や胸郭変形なく経過している。

【考察】先天性嚢胞性肺疾患の出生前診断例に対し、胎
児期の画像検査所見から新生児期の呼吸障害出現のリ
スクを予期する指針は未だ確立していない。近年の報告
では、新生児期の呼吸障害出現の予測指標として、胎児
超音波検査における CCAM volume ratio（CVR）＞1.0、
胎児 MRI における lung muss volume ratio（LMVR）＞
1.3、縦隔偏位を認めること、病変部が macrocystic であ
ることなどが報告されている。本症例では胎児期の縦隔
偏位を認めず、後方視的に計測した CVR は 0.17、
LMVR は 0.27 であり、病変部が macrocystic であるこ
とのみが上記の指標に合致した。本例のように呼吸障害
を生じるリスクのある症例を安全に管理するためには、
出生前に得られる予後予測指標について、更なる検討が
必要と考えられた。
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S7-5 胎児期に診断され、在胎中に病変縮小が
観察された肺葉内肺分画症の 2例

1）東京女子医科大学 小児外科
2）東京女子医科大学 産婦人科
3）東京女子医科大学 病理診断科

○山口 隆介1）、末吉 亮1）、牧 ゆかり1）、
世川 修1）、小川 正樹2）、長嶋 洋治3）

肺分画症は正常肺と分離された異常肺組織が大循環から血流を供給
される先天性疾患である。近年、胎児超音波の進歩で出生前に肺分画
症と診断できる症例が増えている。今回我々は胎児期に肺分画症と診
断され、在胎中に縮小傾向が観察された肺葉内肺分画症の 2 例を経験
したので報告する。

【症例 1】在胎 22 週、妊婦健診での胎児超音波にて右肺内腫瘤と大動脈
から同腫瘤に流入する異常血管が観察され肺分画症の診断に至った。
在胎 25 週に行った胎児 MRI では分画肺は右胸腔の 2/3 を占めてい
ることが確認された。しかしその後、在胎 32 週以降の超音波検査では
分画肺の縮小を認めた。38 週 2 日に出生、出生時体重 3001g、Ap8/
9。生後 1 週で行った造影 CT でも、胎児 MRI と比較し明らかに病変
が縮小していることが観察された。出生後は無症候に経過し、1 歳時に
再検した造影 CT では病変のさらなる縮小は認められず、1 歳 6 ヵ月
時に胸腔鏡下右下葉切除を施行した。術後経過は良好である。

【症例 2】在胎 21 週、胎児超音波にて右胸腔 1/3 を占める腫瘤性病変を
認め、 胸部大動脈からの流入血管を認め肺分画症の診断に至ったが、
在胎 28 週の超音波では分画肺の縮小化を認め、さらに在胎 30 週には
分画肺は観察されなくなった。また在胎 32 週で行った胎児 MRI にお
いても病変は描出されなかった。38 週 0 日に出生、出生時体重 2843
g、Ap8/9、合併症に両側尿管膀胱移行部狭窄、VSD を認めた。しかし
ながら生後 9 か月で行った造影 CT では右肺下葉背側に分画肺が確
認され、11 ヵ月時に両側膀胱尿管新吻合術を施行した後、1 歳 2 ヵ月
に胸腔鏡下右肺下葉切除を施行した。術後経過は良好にある。

【考察】肺葉外肺分画症と異なり肺葉内肺分画症は自然退縮しないと
され、今回経験した 2 例も出生後は退縮に至らず最終的に手術に至っ
た。しかし、肺分画症の出生前の変化を報告した例は少なく、我々が
経験した胎児期の縮小変化は貴重な症例であったと考えられる。

S7-6 分葉不全のため左肺全摘を施行した新
生児Congenital cystic adenomatoid
malformation（CCAM）の 1例

順天堂大学医学部附属浦安病院

○二階 公貴、田中 圭一朗、藤原 憲太郎、
澁谷 聡一、小笠原 有紀、岡崎 任晴

【背景】CCAM の基本的な術式は罹患肺葉切除である．
しかし異常血管や分葉不全を認める場合があり，罹患肺
葉切除のみでは根治できない場合がある．今回分葉不全
のため左肺全摘を施行した新生児 CCAM の 1 例を経
験したため報告する．

【症例】在胎週数 21 週時にエコー・胎児 MRI で CCAM
と診断された．在胎週数 39 週 1 日で出生．出生体重
2568g，Apgar 8 点（1 分），9 点（5 分）であった．日齢
1 の胸部 CT では，左中肺野に径 40mm 大の巨大な嚢胞
を認め，日齢 10 の胸部 CT では嚢胞径が 48mm 大とや
や増大傾向で下葉は虚脱していた．呼吸状態は安定して
いたが，その後も嚢胞の拡大，縦隔偏位の増悪を認めた
ため日齢 26 に開胸下左肺上葉切除術を予定した．嚢胞
は上葉に位置し嚢胞壁と下葉は癒着しており，高度の分
葉不全も認めた．A6以下の肺動脈は同定できず，また単
一肺静脈となっていた．左下葉を残存させることは困難
と判断し左肺全摘を施行した．手術時間は 4 時間 23 分，
出血量は 15g であった．病理診断は CCAM type 1 で
あった．術後経過は良好であり術後 17 日目に退院した．
術後 5 年経過したが post-pneumonectomy-syndrome
はなく，成長・発達の障害は認めていない．

【考察・結語】本症例は分葉不全のため解剖学的な脈管
構造の把握に難渋し，肺葉切除が困難であった．検索し
えた範囲では，CCAM で片肺全摘を施行した症例はこ
れまでに国内で 6 例報告されている．その内，分葉不全
のため片肺全摘に至った症例は 1 例であった．本症例に
おいて術前の胸部造影 CT では異常を疑わせる所見は
認めなかったが，分葉不全や血管の走行の術前評価とし
て CT-angiography，MDCT，肺血流シンチグラフィー，
肺動脈造影の適応を検討する必要があることが示唆さ
れた．
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S7-7 右肺全葉に及ぶCPAM病変に対し，右
肺全葉の区域切除を行った一例

大阪大学医学部附属病院 小児成育外科

○東堂 まりえ、阪 龍太、岩崎 駿、出口 幸一、
野村 元成、渡邊 美穂、上野 豪久、
田附 裕子、奥山 宏臣

［はじめに］われわれは右肺の三葉におよぶ先天性肺
気道奇形（以下 CPAM）に対し，右肺区域切除術を施
行した症例を経験したので報告する．

［症例］9 ヶ月，女児．在胎 20 週に CPAM と診断され
39 週 6 日に経腟分娩で出生．アプガースコア 9/9，出
生体重 3280g．チアノーゼを認め酸素投与を要したが
呼吸状態が安定したため，待機的手術の方針となっ
た．生後 6 か月の造影 CT では，右上葉の一部と底区に
CPAM と考えられる 20mm の嚢胞性陰影の集簇と，S
6 に 15mm 大の充実性陰影を認めた．また右中葉外側
に air trapping を伴う領域を認め，過分葉または肺分
画症が疑われた．9 か月時に右肺区域切除を行う方針
とした．入院時は体重 7800g で，呼吸器症状はなく全
身状態は良好であった．手術は左側臥位をとり，10cm
の腋窩切開を置いた． 開胸すると右肺は分葉良好で，
S6 にブラを認めた．中葉の尾側に異常肺を認め，流入
する静脈が上肺静脈側より流入しており，異常肺は S
5 と診断し区域切除を行った．下葉 S7 の色調は良好
で，下葉の嚢胞性病変は S8，S9 および S10 の一部に限
局しており，S8-9 区域切除と S10 の一部及び S6 のブ
ラ切除を行った．上葉病変は S2 に限局し，S2 の区域切
除を行った．手術時間は 249 分，出血は 25ml であっ
た．病理検査では S2，S5，S8+S9 は CPAM type1，S
6 は嚢胞と診断され，S10 は気腫状変化を認めた．術後
は経過良好で術後 2 日目に抜管し，呼吸状態に問題は
なく術後 3 日目に酸素投与を終了した．術後 5 日目に
ドレーンを抜去し，術後 13 日で退院となった．現在術
後 2 ヶ月で呼吸器症状を認めず， 経過は良好である．

［まとめ］複数の肺葉にまたぐ CPAM 病変に対し，肺
区域切除にて根治術を行い，良好な経過を辿った一例
を報告する．


