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研究成果の概要：双胎間輸血症候群（twin-twin transfusion syndrome: TTTS）の発症機序と

病態の解明を行うため，超音波 Doppler 法を用いた胎児・胎盤循環の評価と胎盤における吻合

血管の形態評価を行った．その結果，TTTS の供血児では臍帯動脈血流速度波形の拡張期末期途

絶や逆流といった異常波形が生命予後と関連し，病態の重症化の指標として有用であると共に，

動脈—動脈吻合の存在がその重症化に関与している事が明らかとなった． 
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１．研究開始当初の背景 
(1)双胎間輸血症候群（TTTS）は一絨毛膜性
（MD）双胎の約 10％に発症し，本邦での発症
数は年間 250—400 例と推定される．TTTS は，
双胎間の共通の胎盤領域に存在する吻合血
管を通じて，一方の児から他方の児への血流
への血流不均衡が生じる事によって発症す
ると言われており，供血児（donor）は子宮
内胎児発育不全から胎児死亡に至り，受血児
（recipient）はうっ血性心不全を合併し，
総じて約半数の児に周産期死亡や重篤な中
枢神経障害を合併する．MD双胎はほぼ全例に
胎盤における吻合血管を有するが，一部の症
例にのみ TTTS が発症する原因は未だ明らか

でなく，またその病態や発症予測は明らかで
ない． 
 
(2)近年，TTTS に対して胎児鏡下胎盤吻合血
管レーザー凝固術（レーザー治療）が導入さ
れるようになり，前述の生命予後は改善され
つつある．しかし，その発症機序や発症の予
測方法，あるいは，予後不良因子の同定につ
いては不明な点が多く，それらを研究解明す
ることは TTTS の予後の改善に繋がり，周産
期医学の発展に大きく寄与する事が期待さ
れる． 
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２．研究の目的 
TTTS の発症メカニズムの解明，発症の予測，
あるいは，予後との関連因子を明らかにする
ため，胎児心機能を始めとした胎児・胎盤循
環機能の評価として超音波検査法を導入し
て，その有用性を検討すると共に，吻合血管
の形態を仔細に検討し，病態等との関連性に
ついて明らかにする事を目的とする． 
 
 
３．研究の方法 
(1)胎児・胎盤循環の血行動態評価と TTTS の
発症もしくは病態解明について 
① 超音波 pulsed Doppler 法を用いて，TTTS

患者の胎児胎盤循環状態を評価した．具体
的には，臍帯動脈，中大脳動脈，静脈管，
臍帯静脈の血流波形を記録し，donor，
recipient における特徴的な波形を捉える
事とした． 

② ①と同様の方法を用いて，TTTS 症例のレ
ーザー治療前後での波形解析を行った．レ
ーザー治療による病態改善後の波形変化
を検討し，TTTS の病態と波形変化の関係を
明らかにする事とした． 

 
(2)胎児心機能の評価 
① tissue Doppler imaging を用いた非侵襲

的胎児心機能検査法の可能性の模索と
TTTS における有用性の検討を行った． 

② 上記指標と従来の M mode 法等によって得
られる心機能評価との比較検討を行った． 

(3)胎盤吻合血管の評価と TTTSの病態との関
連性について 
① レーザー凝固術中の内視鏡視野における

胎盤吻合血管の同定を行い，TTTS やその病
態に特徴的な胎盤血管を捉えるために，治
療中に吻合血管を同定・記録して解析を行
った． 

② 吻合血管の樹脂固定法による 3次元構造
の解析を行い TTTS における特徴を明らか
にする事とした． 

 
４．研究成果 
(1)胎児・胎盤循環に関して 
超音波 pulsed Doppler 法を用いた血流波形
の検討では，臍帯動脈血流速度波形の拡張期
末期途絶／逆流が donorのその後の死亡と有
意な関連性があることが判明した．また，そ
のような波形を有する場合，その後に TTTS
を発症する可能性が高くなる傾向があるこ
とが明らかとなった．一方，recipient では，
静脈管心房収縮期逆流波形の出現は，胎児う
っ血性心不全の進行を示唆し，その後の予後
不良と弱いながら相関がある事が明らかと
なった．つまり，これらの指標は TTTS の病
態の悪化を予測する上で有用な因子となる
事が言える．また，中大脳動脈 Pulsatility 

index （PI）・Resistance inde（RI）の低下
が recipient 児の半数以上に認められ，この
現象が発症予知に有用である可能性が示唆
された．（図１） 

 
レーザー治療前後の血流波形の変化の検討
では，図 2 に示すように，donor の臍帯動脈
血流異常の 58%は改善し，donor の胎児胎盤
血流不足が示唆された． 

 
(2)胎児心機能に関して 
tissue Doppler imaging による胎児心機能評
価として myocardial performance index の
解析を行ったが検者間誤差，測定間誤差共に
大きく解析は有用でない事が判明した． 
 
(3)胎盤吻合血管について 
内視鏡による胎盤吻合血管の評価では，動静
脈吻合，動脈—動脈吻合，静脈—静脈吻合の中
で，動脈—動脈吻合が血流異常と有意に相関
していた（図３）． 



 

 

また，これら動脈—動脈吻合の病態との関連
の検討のために，レーザー治療において動脈
— 動 脈 吻 合 を 先 に 凝 固 す る modified 
sequential method を用いたレーザー治療法
を導入したところ，胎児死亡を有意に減少さ
せる事が可能となり，この吻合血管が TTTS
における donorの血流異常と密接にかんれん
していることが示唆された（図４）． 

 
一方，樹脂固定法による 3 次元構造解析は，
治療症例の増加に伴い吻合血管の遮断後の
症例は大半を占有し，十分な検討に至らなか
った． 
 
(4)今後の展望 
超音波 pulsed Doppler 法を用いた病態解明
によって予後不良な TTTS の予測や予知への
糸口が見いだされたが，今後，一絨毛膜性双
胎を対象にした大規模な調査研究が望まし
いと思われた．胎児心機能の検査では，
tissue Doppler imaging とは異なる方法の検
討が望ましいと思われる． 
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