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抄　録　　　　　　　　　中で,正中唇裂を伴う　　　　型および片側または両側唇裂を伴
う　　　　　型は,ある程度生存が可能であるが　　　　　　　型はほんとんどが出生以前ま

たは出生時に死亡するため,これを観察する機会はきわめて少ない｡
そこで　　　　　　　　　　　　　　型およびII型)のと卜胎児屍体の頭蓋･顎顔面構造を解

剖せずに観察するため,頭蓋･顎顔面部のC Tより三次元再構成画像　　　　　像)を作成すると
ともに　　　　による観察を行った｡
その結果,以下のごとき結果を待た｡

では胎児の骨形成量が少なく,またホルマリンに長期間浸漬されていたため,骨組織が
脱灰され,骨組織の鮮明な画像は困難であった｡

は単眼嵩,単眼症,正中部の眼嵩上の管状長鼻,無下顎症,奇形耳　　　　型の大脳
などがみられた.また管状長鼻の基部は前頭骨から頭蓋内へ交通していた｡

は眼雷の分離,両眼接近,管状長鼻および　　　型の大脳がみとめられた｡さらに管
状長鼻基部は斥骨洞と交通していた.

胎児死体のCTおよびMR I所見は出生前診断の参考となるものと患
われた｡

辛-ワード　　　　　　　　　　　胎児

別刷請求先: 〒　　　　千葉市美浜区真砂
東京歯科大学口腔外科学第H講座　沓藤　力

緒　　　　　責

は全前脳胞症,全前脳

症,単前脳症,単一前脳症,単脳室前脳症,単腔
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前脳症などともよばれ,前脊索中胚葉の発生障害

による顔面中央部奇形と前脳分割不全を特徴とす

る比較的まれな先天異常でト　　　　　　は臨床

的にこれをI～Ⅴ型に分類し(表1),さらに熊

谷8)はI～Ⅵ型に分残している｡正中唇裂を伴う

および片側または両側唇裂を伴う

型は,ある程度生存が可能であるが,

およびII型はほとんどが出産前または

出生時に死亡するため,これらを観察する機会は

きわめて少ない｡

今回　　　　　　およびII型

の頭蓋顎顔面構造について

以　　　　より作成した

三次元再構成画像(以ド　　　　　像)ならびに

以下　　　　に

よる観察を行った｡

観察材料および観察方法

1.観察材料

観察に用いた　　　　　　　　　　は東京歯科

大学解剖学講座所蔵の2体(アルコ-ル,ホルマ

リン固定)である｡なお,この2体の外表面の

観察所見については,すでに教室の難波ら

9),高橋　　　　が報害している｡

は在胎28過で早産し,まもなく死亡した

男児｡肉眼的所見では顔面正中部に単眼症がみら

表　　　　　　による　　　　　　　　　　の分幾

I型:極度の両眼接近症で,単眼症または堂眼膏

内に部分的に分かれた眼球をもち,管状長
鼻(象鼻)が前頭部に存在する｡

II型:眼雷は2つに分離しており,管状長鼻が前
頭部にから両眼問に移動し,箱骨症であるo

m型:管状長鼻は正常位にあるが,骨格性支持を
欠くため鼻椴部局平で両眼問距離が短い猿
衰貢症である｡

TV型:両眼接近を伴う正中唇裂で,人中,顎間骨,
鼻中隔などの欠也を伴い,后平鼻を呈する.

V型:鼻橋,人中部,顎問骨,鼻中隔などの発育
不全を行う両側性または片側性唇顎口蓋裂
で,精神遅滞を伴う｡

～48

れ,その置上に管状長鼻(象鼻)が観察される｡口

裂は左右に長く,両側耳介は低位置に存在してお

り,両側口角部付近にある(図1)｡　　は死産

した男児｡肉眼的所見では眼雷は一対存在し,両

眼は著しく接近しているO眼雷直上の前頭部正中

に管状長鼻がみとめられ,眼嵩下方から口唇の問

は平坦で,后平である｡上｢1唇は形成されている

が,人中は欠如している(図2)0

2.観察方法

による観案

(1)撮影装置および撮影条件

撮影装置には東芝社製Ⅹ線C T装遭

を使用した｡撮影条件は管電圧　　　管

電流　　　　スキャン時間　　　　スライス厚

図　　　　　　　　　　型の

顔面頭部写貢

図　　　　　　　　　　　型の

顔面頭部写貢
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スライス間隔　　　　　　　　　撮影

視野は　　¢および　　¢とし,再構成関数は

FC2とした｡なお三次元再構成プログラムには

cTD一　　東芝)を使用した11)｡

(2)観察方法

胎児屍体の頭蓋顔面部を

矢状方向および前額方向に連続してスライスし,

外表面および骨表面の　　　　像を作成すると

ともに,頭蓋低部を上方より観察した｡また中顔

面郭を　　　法により前方より後方に向かって

連続的に観察した｡

による観察

撮影装置は医療用MR I装置,横河社製

磁場強度　　　を用いた｡

撮影方向は矢状断,前額断および横断の3方向

とし,撮影は　　　　　　　　　　　法で行い,

撮像条件は

マトリックスは160×320とした｡なお

横断像のみ高速　　　　　法で, Tl強調画像は

TR/TE/NEX-360msec/17msec/5,

マトリックスは224×320を用い, T2強調画像は

マトリックスは224×

320の条件で撮像した

結　　　　　果

は骨表面の　　　　　像では下顎骨は無

形成で存在せず,前頭部正中には管状長鼻(象

鼻)があり,その蓋部に小孔が観察された(図

3)｡また頭蓋底部を上方より観察した3D-

cT像では眼膏は単眼雷であり,視床は単一で

分離していなかった｡また頭蓋底の大きな骨欠

損はみとめられないが,側脳室は正中で連続し,

単脳室を形成しており,大脳縦裂もみられず,

型を示していた｡また管状長鼻基部は

前頭骨部と頭蓋内が交通しているのが観察され

た(図4)｡

は外表面の3D-CT像では,耳介はほ

ぼ正常の位置に存在しており,その形態も正常で

あることが観察された(図5)o骨表面の3DI

c T像では骨組織の再現性は乏しかった｡眼雷外

図　　　　　外表面の　　　　　像

図　　　　　頭蓋底部の　　　　　像

側の顧骨前頭突起部,頑骨弓などに形態巽常はみ

られなかったが,梨状臼は存在しなかった(図

6)｡衰貢蓋底部を上方より観察した　　　　　像

では左右大脳の分離がみられた｡また前頭蓋雷は

前後径,横径ともに比較的小さいようであったが

中頭蓋嵩および後頭蓋嵩の判別は可能で,大脳も

分菓しており　　　型を示していた｡なお眼雷

は一対存在していたが,きわめて接近していた｡

また篠骨蜂巣の存在も確認された(図　　　方,

前額断MR Iによる観察でも一対の眼嵩および眼

--　49　-
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図　　　　　外表面の　　　　　像

図　　　　　骨表面の　　　　　像

球が確認された(図8)｡さらに　　　　像およ

びMR Iの横断像より管状長鼻基部が箱菅部と交

通しているのが観察された(図　　｡また中顔

面の　　　法による観察でも,梨状日の存在は

みとめられず,鼻腔もみとめられなかった(図1

1)｡しかしながら前額断MR Iにより日裂上方の

正中部付近に左右一対の鼻孔と恩われる円形の小

孔がみとめられた(図8)｡

一　50

図　　　　頭蓋底部の　　　　像

総括および考察

出生前における胎児診断は近年,超音波断層

診断法(以下　　　　　　などの画像診断の普

及に伴い,多く行われるようになった　｡し

かしUSおよびMR Iは胎児の画像診断にはI-

長一短がある｡ USは装置が簡便であるため,

どこででも施行可能であるが,客観性に欠ける

欠点がある｡一方　　　　は装置が大型で,ラ

ンニングコストも高いが,放射線被曝がなく,

-般に安全性は高いとされ,胎児および母体に

対しても安全であるという報吾がみられるが

完全に安全性が証明されてはいないようで

ある｡

香田ら　　　　は両者の優劣は胎児の診断部位

により翼なるが,胎児体表奇形の診断能はMR I

はUSより優れているとはいえないと述べてお

り,頭蓋顔面領域では胎児の頭蓋内病変が疑われ

た場合のみがMR Iの適応であると報害してい

る｡いずれにしても先天奇形胎児の頭蓋顔面領域

のMR I所見に関する詳純な報害は少ない30)｡

は前脳の発育障害による

脳奇形と特徴的な顔貌を示す症候群で

は本症は顔面中央部に形態異常を伴っており,

その程度により脳異常の程度も推定できるとし

ている｡この論文の中で
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図　　　　管状長鼻部のC T横断像
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図　　　　　　　　　像　　　法による中顔面の観察

の　　　　　　　　およびⅢ型は特徴自勺顔貌所

見の1つとして管状長鼻を伴うとしている｡一方

は管状長鼻を①

に伴うもの, ②外鼻側方にあるもの, ③余

分なもの, ④分裂したものの4型に分類し,

は多くの症例で管状長鼻を

伴うが,管状長鼻は　　　　　　　　　でなく

ともみられるとしている｡さらに単眼症を①管

状長鼻を伴うもの, ②管状長鼻を伴わないもの,

③下顎低形成と管状長鼻の両者を伴わないもの,

の3型に分楽し,単眼症と下顎低形成の両者をも

つものには管状長鼻はみられなかったと報害して

いる｡また　　　　　　　　　は2本の管状長

鼻,顔面骨低形成および脳の発育不全の症例を報

吾しているが　　　　　　　　　　はなかった

と報害している｡しかし　　　　-　　　ら32)

は　　　　　　　　　　単眼症　　　　および

2つの管状長鼻をもつ下顎低形成の1例報吾を

行っている｡著者らが観察を行った　　　も

単眼症,管状長鼻および

下顎低形成を有していたことから　　　　　-

らの症例と類似していると思われた｡した

がって眼高上方,あるいは両眼問に管状長鼻が存

在していても,必ずしも生存不能ではないこと

から　　　　　のいう｢顔は能を予言する

｣はすべての症例に

はあてはまらず,重度の顎顔面奇形が重度の

であるとは断言できない｡

したがって出生前ならびに出生後早期の画像診断

はきわめて有用と考える｡このようなことから

胎児屍体のCTおよびMR

I所見は出生前の胎児画像診断の一助となるもの

と思われた｡
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結　　　　　論

胎児2休　　　　　お

よび　塑)を主に　　　　　像およびMRIによ

り観察し,以下のごとき結果を得た｡

像では胎児の骨形成量が少な

く,またホルマリンに長期間浸漬されていたた

め,骨組織の脱灰によりCT値が低下したため

と,鮮明な骨組織の再塊性は低かった｡

は単眼雷,単眼症　　中部の眼高上

の管状長鼻,無下顎症,奇形耳,無分菜のalo-

bar型の大脳などがみられたo　また管状長鼻の基

部は前頭骨から頭蓋内へ交適していた｡

は眼嵩の分離,両眼接近,前頭部の

管状長鼻　　　型の大脳がみとめられた｡さら

にMR Iにより管状長鼻基部は斥骨部と交通して

いるのか観察された｡

胎児屍体をCTおよ

びMR Iで観察したが,顔面奇形の出生前診断の

参考になるものと思われた｡

本論文の要旨は第18回日本口蓋裂学会総会　　年6月

30日,大阪)に於いて報吾した｡

謝　　　　　辞

稿を終えるに臨み,ご指導,ご校閲を賜った口腔外

科学第Il講座主私　故重松知寛教授に深謝いたしま

す｡またMR I撮影に際してご協力いただいた本学市

川総合病院放射線札　診療放射線技師の皆様に感謝い

たします｡
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Observation of the Human Fetal Corpses with Maxillofacial Malformations

2. CT and MRI Examinations of the Petal Holoprosencephaly

(DeMyertype I and Ⅱ)
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Among the various forms of holoprosencephaly, DeMyer type Ⅳ or V fetuses have a small

chance for survival, and most DeMyer type I or ll fetuses die before or during birth. There-

fore, the chance to examine DeMyer type I or II fetuses is very rar･e.

Hence, in order to observe the crani0-maxillofacial structure of human fetal corpses with

ll　､ド　　1hallつ　My,i,lつ　　　　　　　1 ＼＼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　､s

were prepared by CT, and the corpses were examined by MRI.

The results were as follows :

1. Since bones were not fully formed and the corpses were immersed in formalin for a long

period of time, osseous tissue was decalcificd. Consequently, clear images could not be obtained

at CT.

2. In the case of N0.1 fetus (DeMyer type I holoprocencephaly), we could see the single

っ

cerebrum. Also, there was a communicating structure between the base of the proboscis and

the intracranial cavity through the frontal bone.

3. In the case of N0.2 fetus (DeMyer type I holoprocencephaly), we could see the separa-

tion of orbit, ocular hypotelorism, proboscis, and lobar type cerebrum. Furthermore, there

was a communicating structure between the ba_se of the proboscis and the ethmoid sinus.

4, CT and MRI findings on fetal corpses with holoprpsencephaly would be useful in prenatal

diagnoses of this malformation.　　　　　　　　　(The Shihwa Gahuho, 99 : 481-489, 1999)
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