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胎動消失を伴った妊娠31週５日の胎児発育不全の１例：
周産期死亡の予測に関する検討
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妊娠中の胎動消失は時に子宮内胎児死亡を伴い，その周産期管理は大きな問題となる。今回，胎動消失を伴った妊娠31週５
日の胎児発育不全（FGR）の１例を経験したため，その周産期死亡の予測について検討した。症例は27歳女性，１妊０産。
妊娠31週５日，前日からの胎動消失のため受診した。胎児心拍動は確認できたが，胎動をまったく認めなかった。胎児推定
体重は1,321g（−2.0SD）であったが，最大羊水深度は50.5mmと正常値であった。胎児中大脳動脈（MCA）血流速度波形の
pulsatility index（PI）は0.76と有意に減少し，MCA-peak systolic velocity（PSV）は61.18cm/sec（1.45 MoM）と軽度上昇
していた。臍帯動脈（UA）-PIは0.57と有意に減少し，UA-PSVも19.23cm/secと有意に減少していた。しかし，UA-half PSV 
deceleration timeは120ms以上であった。また，Cerebroplacental ratioは1.3であった。CTG monitoringでは，一過性頻脈が
なく，基線細変動の消失と遷延一過性徐脈を認めた。Biophysical profile scoreは羊水量のみの２点であった。同日緊急帝王切
開で1,220g（10パーセンタイル未満）の男児をアプガールスコア１分値６点，５分値７点で出産した。臍帯動脈血pH＝7.119，
BE＝−8.9mEq/L，Hb＝16.0g/dLであった。胎盤は320gで，病理学的に何らかの循環障害を示す所見が得られた。児は自発
呼吸がなく，挿管し呼吸管理となったが，順調に経過し日齢51日に退院した。胎動減少・消失を伴ったFGR症例における周
産期死亡の予測に，UA-half-PSV deceleration timeが有用である可能性が示唆された。

We present a case of fetal growth restriction (FGR) with loss of fetal movement, resulting in a healthy baby. A 27-year-
old pregnant Japanese woman (gravida 1, para 0) visited our clinic at 31 weeks and 5 days of gestation due to loss of 
fetal movement. Fetal biometry revealed FGR but the normal deepest vertical pocket was normal. Doppler ultrasound 
revealed decreased middle cerebral artery (MCA) pulsatility index (PI), slightly increased MCA peak systolic velocity (PSV) 
(1.45 MoM), decreased umbilical artery (UA)-PI, and decreased UA-PSV. The UA-half-PSV deceleration time was >120 ms. 
The cerebroplacental ratio was 1.3. Cardiotocographic monitoring revealed absence of acceleration, loss of variability, or 
prolonged deceleration. The biophysical profile score was 2 points (amniotic fluid volume, 2 points). An emergency cesarean 
section was performed on the same day, which resulted in the delivery of a male newborn weighing 1,220 g and measuring 
37.4 cm in length. The umbilical artery pH was 7.119. The Apgar scores were 6 and 7 at 1 and 5 min, respectively. 
Pathological examination revealed a placental weight of 320 g and signs of placental circulatory failure. The umbilical 
cord was 45 cm long. The neonate had a favorable course after delivery and was discharged on the 51st neonatal day. 
UA-half-PSV deceleration time may be a good predictor of perinatal death in FGR with loss of fetal movement. 
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緒　　　言

　妊娠中の胎動減少・消失が子宮内胎児死亡に先立っ
て出現することが数多く報告されている１），２）。そのた

め，胎動減少・消失感を主訴に来院した妊婦には直ちに
胎児well-beingを評価することが重要である３）。その評
価法には胎児発育の評価，羊水量の評価，NST，血流計
測，biophysical profile score（BPS）などがある３）-６）。
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しかしながら，その周産期死亡を予測することはなかな
か困難である。
　今回，胎動消失を伴った妊娠31週５日のfetal growth 
restriction （FGR）の１例を経験したので，その胎児
well-being評価所見および周産期死亡の予測について報
告する。

症　　　例

　27歳女性。１妊０産。自然周期で妊娠し，妊婦経過は
良好であった。妊娠29週の妊婦健診時の胎児推定体重は
1,315g（−0.8SD）で，特に異常は認められなかった。
　妊娠31週５日，前日から胎動を感じないと訴え外来を
受診した。胎児心拍動は確認できたが，胎動はまったく
認められなかった。胎児推定体重は1,321g（−2.0SD）
（図１），最大羊水深度は50.5mmと羊水量は正常であっ
た。パルスドプラ法による胎児中大脳動脈（MCA）
血流速度波形（図２）では， pulsatility index （PI）は
0.76（below 5 percentile）（図３）と有意に減少し，
MCA-peak systolic velocity （PSV）は61.18cm/sec
（1.45 MoM）（図４）と軽度上昇していた。臍帯動
脈（UA）血流速度波形（図５）のPIは0.57（below 

5 percentile）（図６）と有意に減少し，UA-PSVも
19.23cm/sec（below 5 percentile）と有意に減少してい
た。また，UA-half-PSV deceleration timeは120ms以上
であった。 Cerebroplacental ratio （CPR）は1.3であっ
た。CTG monitoringでは，子宮収縮はなく，一過性頻
脈が認められず，基線細変動もなく，遷延一過性徐脈が
認められた（図７）。BPSは，羊水量のみの２点であっ
た。以上の所見より胎児機能不全と診断し，総合周産期
母子医療センターへの緊急搬送を決定した。
　総合周産期母子医療センターに緊急母体搬送さ
れ，CTG monitoringで同様の所見が認められたため
（図８），ただちに緊急帝王切開が行われた。児は
1,220g（below 10 percentile）の男児で，アプガールス
コア１分値６点，５分値７点，臍帯動脈血pHは7.119，
BE−8.9mEq/L，Hb16.0g/dLであった。胎盤は320g（図
９）で肉眼的に異常は認められず，臍帯は45cmであっ
た。胎盤病理検査では，絨毛径が細く，絨毛密度の減少

図１　31週５日の胎児推定体重（EFW）

図２　胎児中大脳動脈血流速度波形

図３　胎児中大脳動脈（MCA） pulsatility index （PI）
MCA-PIが0.76（< 5 percentile）と低下していた。

図４　胎児中大脳動脈（MCA）-peak systolic velocity （PSV）
61.18cm/sec（1.45 MoM）と軽度上昇がみられた。
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図５　臍帯動脈血流速度波形
H-PSV DT：UA-half-peak systolic velocity deceleration time.

図６　臍帯動脈（UA）-pulsatility index （PI）
 0.57（below ５ percentile）と有意に低値を示した。

図７　来院時のCTG monitoring所見
子宮収縮はなく，一過性頻脈が認められず，基線細変動もなく，遷延一過性徐脈が認められる。

している部分があり，循環障害を示す所見であった（図
10）。しかしながら，胎盤，臍帯ともに炎症所見は認め
られなかった。分娩後自発呼吸が認められなかったた
め，挿管し呼吸管理となった。生後の診断は，極低出生
体重児，低酸素性脳症，新生児科仮死，新生児呼吸窮迫
症候群であった。母児共に順調に経過し，児は日齢51日
に退院となった。現在児は生後10ヶ月で，特に神経学的
に異常は認められておらず，順調に発育している。

考　　　案

　本報告は，妊娠31週４日で突然胎動が消失し，胎児
機能不全の診断で緊急帝王切開を施行された症例で
ある。診察時，胎動が全くなく，CTG monitoringで
accelerationが認められず，平坦な基線，遷延一過性徐
脈を目にした際，経験上，児の予後は相当厳しいこと
を予想した。搬送先では心停止となっているのではな
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図８　総合周産期母子医療センターでのCTG monitoring所見
搬送医院での所見と同じ所見であったため，ただちに緊急帝王
切開となった。

図９　胎盤の肉眼的所見
320gと小さいが，肉眼的には異常は認められない。

ａ．胎児面，ｂ．母体面。

図10　胎盤の病理組織学的所見（HE染色）
絨毛径が細く，絨毛密度の減少している部分を認める。何らかの
循環障害を示す所見と考えられる。
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いかと思うほどであったが，我々の予想に反して，児
はアプガールスコア６/７点，臍帯動脈血pHは7.119，
BE−8.9mEq/Lで出生し，現在のところ神経学的発達に
異常は認められていない。妊娠中の胎動減少・消失が子
宮内胎児死亡に先立って出現することが数多く報告され
ているが１），２），その予測は臨床的には非常に困難であ
る。
　周産期予後不良の予測には従来からCPRが知られてい
る７）-９）。しかしながら，最近の報告ではその有用性は低
いという報告がほとんどである７）-９）。本症例では，CPR
は1.3と低値ではなかった。Binder et al.10）は，胎動減少
を伴った症例では胎児低酸素が進むにつれてCPRが低下
していくことを報告しており，本症例では臍帯動脈血
pHが7.119と臨床経過に比べて予想よりも低くなかった
ことを反映していたのかもしれない。
　Bustos et al.11）は，臍帯動脈血流速度波形の新しい評
価法としてUA-half-PSV deceleration timeを提唱し，拡
張期の速度が収縮期最高血流速度の１/２の速度になる
までの時間と定義した。UA-half-PSV deceleration time
は心拍数に影響されない胎盤の血管抵抗を表すとされて
いる11）。さらに，彼らはFGR症例においてUA-half-PSV 
deceleration timeが90ms未満である場合には子宮内
胎児死亡が逼迫した状況であり，70ms未満の場合は
子宮内生存が望めないことを報告した12）。また，子宮
内胎児死亡となった39例のうちの95％でUA-half-PSV 
deceleration timeが120ms未満であったとしている12）。
本症例では，UA-half-PSVは9.62cm/secで，拡張期
血流速度の11.06cm/secより低くなり，UA-half-PSV 
deceleration timeが120ms以上となったことより無事に
生児を得ることができたことも推察される。本症例で
はUA-PIも有意に減少しており，胎盤の血管抵抗が増加
していなかったことが示唆される。Bustos et al.11）は，
拡張末期血流速度が収縮期最高血流速度の１/２の速
度よりも高い時には計測ができないとしているが，次
の周期が始まるまでの時間とすれば計測可能である。
UA-half-PSV deceleration timeは，胎動減少・消失を
伴ったFGR症例における周産期死亡の予測の新しいパラ
メーターのひとつとなりうることが今後期待される。
　本症例ではUA-PSVが19 . 2 3 cm/ s e c（be l ow 5 
percentile13））と有意に減少していた。しかしながら，
FGRにおいて臍帯動脈の収縮期最高血流速度はその周産
期予後との関連がないことが報告されており14），その臨
床的意義は低いものと思われる。
　本症例でFGRと診断された際，MCA-PIは有意に低下
していた。MCA-PIの低下は，胎児胎盤循環不全が生じ
た際，胎児低酸素症に対し，重要臓器である脳へ最優
先に血流を送ろうとする血流再分配を反映する所見で
ある４）。また，MCA-PSVは1.45 MoMと軽度上昇してい

た。MCA-PSV測定は，胎児貧血の評価法として用いら
れる15）。貧血になると心拍出量が増加し，血液の粘稠度
が下がることからMCA-PSVが増加する。通常，胎児の
重症貧血を示すMCA-PSVのカットオフ値は1.5MoM以
上とされるが，Mari et al.は，MCA-PSVが1.29MoM以
上の場合には，軽度貧血がある可能性が高いとしてい
る15）。本症例では，臍帯血のHbが16.0g/dlで貧血は認め
られておらず，本例のMCA-PSVの上昇は在胎中の貧血
が原因ではなかった。一方，MCA-PSVの増加は，FGR
でも認められることが報告されている16）。Hanif et al.に
よると，貧血の胎児とFGRの胎児では，MCA-PSVが上
昇する病態が異なり，早産のFGR胎児では脳の自動調
節能（autoregulation）が関わっているとしている17）。
本症例におけるMCA-PSVの軽度上昇は，胎児低酸素症
に対する血流再分配の結果によるものであることが考え
られ，胎児脳の血流が増加していたことが示唆される。
Mori et al.18）は，妊娠28−35週の血流再分配を伴った
FGRでは，脳の機能がその妊娠週数に比較して促進され
ている可能性を報告している。本症例でもそのメカニズ
ムが働き，生後10ヶ月たっても神経学的に異常の認めら
れない児を得ることができたことに寄与した可能性も考
えられる。
　本症例では，胎動消失を訴え来院した際，胎児機能不
全とともに，FGRと診断された１例であった。妊婦健診
中，児は−1.0SD前後で発育しており，胎動消失時には
その２週間前の計測から全く増加がなく，−2.0SDを示
した症例であった。実際，出生体重は1,220gとlight-for 
dates （LFD）であり，胎動が消失する少なくとも２週
間前より，児の発育不全が徐々に起きていたことが考え
られる。また，本症例では徐々に胎児低酸素が進行して
いたが，胎盤血管抵抗も上昇せず，また胎児脳血流も比
較的保たれていたことが考えられ，無事に生児を得るこ
とができた１例であった。

結　　　語

　胎動減少・消失を伴ったFGR症例における周産期死亡
の予測に，UA-half-PSV deceleration timeが有用である
可能性が示唆された。しかしながら，１例のみではその
有用性を確証できないため，今後さらに症例数を増して
従来のパラメーターと合わせてその有用性について検討
する必要があるように思われる。
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