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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　ファロー四徴症46例における肺動脈の太さの指標（PA　index），左房最大容積（LA　max），左室拡張

末期容積（LVEDV）が一期的根治手術適応に対して持つ意義とその問題点を検討した．　PA　indexとし

て，左右肺動脈第一分枝直前の最大径の和を横隔膜の高さの下行大動脈の最大径で除した値を用いた．

これらの術前指標は，術前の動脈血酸素飽和度，根治手術後のノルアドレナリン総使用量及び血清クレ

アチニン濃度の最大値と相関し，いずれも，本症の病態あるいは術後管理の困難さを反映した．また，

各指標間にも正の相関を認めたが，中に，各指標の不一致が著しい症例があり，術前指標の一つが極め

て小さい症例では，残る指標がさほど小さくなくても，術後管理に難渋した．従って，一期的根治手術

の適応決定においては，肺動脈径，左心容積の両者を評価することが望ましく，現状での根治手術適応

限界は，PA　index　l．3前後，　LA　max　50％前後，　LVEDV　60％前後と考えられた．

　　　　　　　　　　緒　　言

　近年，ファロー四徴症（TOF）の根治手術成績は著

しく向上し，重症例あるいは年少例に対しても積極的

に一期的根治手術が行われるに至った．本症における

手術成績の向上は，手術手技の確立（特に，右室流出

路拡大基準の設定）1｝2），開心術の補助手段や心筋保護

法の進歩，術後管理の向上などに負うところが大きい

が，根治手術の適応基準が設定され，重症例に対する

治療方針が確立されたことも一因として挙げなけれぽ

ならない．しかしながら，根治手術適応基準は，経験

的指標であるがために，肺動脈径3）一’11），左心容積12｝ユ3）な

ど，各施設ごとに種々の指標が提唱され，統一された

ものはない．今回，示唆に富んだ数例の症例の経験か

ら，これら指標の相互関係及び術後血行動態との関係

について検討し，それぞれの指標が根治手術適応に対

して持つ意義と問題点を明らかにする必要があると考
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えられたので，教室における症例をretrospectiveに

検討した．

　　　　　　　　　対象及び方法

　昭和55年から昭和58年までの4年間に教室で経験し

たTOFのうち，次に述べる諸計測が十分に可能で

あった46例を対象とした．合併心奇形として，動脈管

開存を2例に，心房中隔欠損を7例に認めた．46例中

32例に一期的根治手術を，6例に短絡手術を，1例に

姑息的右室流出路拡大術を行い，非手術例は7例（経

過中死亡したもの2例，Down症で手術に対する両親

の理解の得られなかったもの2例，手術待期例3例）

であった．根治手術群の手術時年齢は1歳2ヵ月から

16歳5ヵ月，平均3歳0ヵ月であり，32例中，28例が

3歳未満の症例であった．右室流出路狭窄の解除術式

は，漏斗部筋切除に加えて，右室流出路に限局したパッ

チを使用したもの2例（16％），肺動脈弁輪を越える

パッチを使用したもの17例（53％），肺動脈にのみパッ

チを使用したもの5例（16％），パッチ非使用例は8例

（25％）であり，全例において，拡大後の右室流出路断
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面積指数1｝が1．75cm2／m2以上であった．姑息手術群の

手術時年齢は5ヵ月から3歳11ヵ月，平均1歳2ヵ月

であり，Down症合併の2例を除いていずれも1歳未

満の症例で，肺動脈発育不全が高度で多血症の進行が

著明であったもの4例，チアノーゼ発作が内科的にコ

ントロールできなかったもの1例であった．手術死亡

は，根治手術群で2例，姑息的右室流出路拡大例で1

例であった．

　肺動脈の太さの指標（PA　index）は，左右肺動脈の

第一分岐直前の最大径の和を横隔膜レベルの下行大動

脈の最人径で除した値6｝を用いた．各心容積は，二方向

シネアンギオ写真から，左房最大容積（LA　max）及

び左室拡張末期容積（LVEDV）はarea－length法を用

い，右室拡張末期容積（RVEDV）はSimpson法を用

いて計測し，それぞれ教室における体表面積あたりの

正常予測値14）に対する百分率で表わした．

　これらの根治手術適応指標の相互関係及び術前のチ

アノーゼの程度を表わす末梢血赤血球数，ヘモグロビ

ン濃度，ヘマトクリット値，動脈血酸素飽和度との関

連を検討した．また，根治手術群32例中，死亡2例及

び術後，感染症ないし心タンポナーデのために経過の

長びいた2例の計4例を除く28例においては，根治手

術後の低心拍出量状態を反映すると考えられるノルア

ドレナリン総使用量（mg／kg）（T－NA）及び血清クレ

アチニン濃度の最大値（mg／dl）（M－CR）さらに，術

直後の右室圧／左室圧比15）と，これらの根治手術適応指

標との関連について検討した．

　　　　　　　　　　結　　果

　A．チアノーゼの程度とPA　index，　LA　max，

LVEDV，　RVEDVの関係（図1，2，3）
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図1　肺動脈指数（PA　index）と動脈血酸素飽和度（02

　Saturation）の関係
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図2　左房最大容積（LA　max）と動脈血酸素飽和度

　（02Saturation）の関係
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図3　左室拡張末期容積（LVEDV）と動脈血酸素飽和

　度（02Saturation）の関係

　PA　index，　LA　max，　LVEDVとチアノーゼの程度

を表わす指標の間には，いずれも軽度の相関を認めた．

中でも，動脈血酸素飽和度との相関が最も良好であっ

た．すなわち，チアノーゼの強い症例ほど，肺動脈径

及び左心容積が小さい傾向が認められた．RVEDV
は，心房中隔欠損合併例では92％～166％（平均114％），

残る症例では68％～136％（平均102％）であり，チア

ノーゼの程度との間に明らかな関連を認めなかった．

　B．根治手術群における諸指標の関係

　根治手術群におけるPA　index，　LA　max，　LVEDV，

RVEDVは，それぞれ1．26　一一　3．18（平均2．03），38％

～ 128％（平均78％），56％～134％（平均87％），73％

～ 166％（平均106％）であった．死亡例2例のPA

index，　LA　max，　LVEDVは，それぞれ1．02，71％，

78％（後に提示する症例）及び1．68，94％，117％であ

り，後者は，送血部位の解離により後腹膜腔に血腫を

作り，十分な還流量が得られなかったため，術後，腎
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不全で失なった症例である．

　1．T－NAとPA　index，　LA　max，　LVEDV，　RVEDV

の関係（図4，5，6）

　ノルアドレナリンは，対象28例中17例に使用され，

最大使用量は16．1mg／kgであった．
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図4　肺動脈指数（PA　index）と根治手術後のノルア

　ドレナリン総使用量（T・NA）の関係
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図5　左房最大容積（LA　max）と根治手術後のノル

　アドレナリン総使用量（T・NA）の関係
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図6　左室拡張末期容積（LVEDV）と根治手術後のノ

　ルアドレナリン総使用量（T－NA）の関係

3－（3）

　LA　max，　LVEDVの小さい症例ではT－NAが高値

を示す傾向があり，LA　maxでは50％前後，　LVEDV

では60％前後を境界点として，急激にT－NAが増加し

た．T－NAとPA　indexの関係は，　T－NAの小さいPA

index　1．26の症例がある一方，　T－NAの大きいPA

index　1．92の症例がある等，ぼらつきがあり，LA　max，

LVEDVにみるような境界点は明らかではない．また，

T－NAとRVEDVの間には明らかな関連を認めな
かった．

　2．M－CRとPA　index，　LA　max，　LVEDV，　RVEDV

の関係（図7，8，9）

　術後の血清クレアチニン濃度は，一般に，術後1日

から3日の間に最大値を示し，その最大値は0．5mg／dl

から3．9mg／dlであった．　PA　index，　LA　max，

LVEDV，　RVEDVとM－CRの関係も，　T－NAとの関

係にみるのとほぼ同様の傾向であった．すなわち，術

前の左心容積が小さい症例では，術後の血清クレアチ

ニン濃度が高い傾向にあった．LA　max，　LVEDVがそ

れぞれ，61％，56％及び50％，60％と高度の左心低形
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図7　肺動脈指数（PA　index）と根治手術後の血清ク

　レアチニン濃度の最大値（M－CR）の関係
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図8　左房最大容積（LA　max）と根治手術後の血清

　クレアチニン濃度の最大値（M－CR）の関係
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図9　左室拡張末期容積（LVEDV）と根治手術後の血

　清クレアチニン濃度の最大値（M’CR）の関係

成の2例では，術後高度なLOSとなり，腹膜灌流を必

要とした．

　3．術直後の右室圧／左室圧比とPA　index，　LA

max，　LVEDV，　RVEDV，　T－NA，　M－CRの関係

　右室圧／左室圧比はO．25～1．0（平均0．59）であった．

右室圧／左室圧比とPA　index，　LA　max　LVEDV，

RVEDV，　T・NA，　M－CRの間には何らの相関をも認め

なかった．

　4．PA　index，　LA　max，　LVEDVの相互関係（図10，

11，12）

　LA　maxとLVEDVの間には，比較的良好な相関を

認めたが，心房中隔欠損合併例では，LVEDVの大き

さの割にはLA　maxが小さく，両者のdiscrepancyが

大きかった．

　PA　indexとLA　max，　LVEDVの間には，軽度の相

関を認めたが，中に，肺動脈径と左心容積が著しく一

致しない症例が認められた．すなわち，PA　indexが小
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図10　左房最大容積（LA　max）と左室拡張末期容積

　（LVEDV）の関係

　△：心房中隔欠損合併例
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図11　左房最大容積（LA　max）と肺動脈指数（PA

　index）の関係

　●：根治手術後のノルアドレナリン総使用量が1

　mg／kgを越えた症例（死亡例2例を含む）．▲：姑息

　手術例（死亡例1例を含む）．×：非手術例
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図12　左室拡張末期容積（LVEDV）と肺動脈指数（PA

　index）の関係

　●，▲，×：図11参照

さくないにもかかわらず，LA　max，　LVEDVが極めて

小さい症例，また，逆に，LA　max，　LVEDVがさほど

小さくないにもかかわらず，PA　indexが極めて小さ

い症例である．

　このように，根治手術適応指標の一つが極めて小さ

い症例では，術後，大量のカテコラミンを必要とし，

管理に難渋することが多かった．

　以下，代表的な例を2例提示する．

　症例1．2歳5ヵ月，男（図13）

　本例は，PA　index　1．92，　LA　max　50％，　LVEDV

60％と肺動脈径は小さくないが，左心容積が極めて小

さい症例である．術前から，術後管理に難渋すること

が予想されたが，大量のカテコラミンを投与したにも

かかわらず，術翌日から高度の心不全，肺水腫をきた

Presented by Medical*Online



昭和60年3月1日

～・ 擬盆甑1∵

　　　　　縦螺驚晦

　　　　　図13　症例1の右室造影正面像

　　購＿、筏避㌢

図14　症例2の右室造影正面像

し乏尿に陥入り，腹膜灌流を余儀なくされた．術後1

年4ヵ月の心臓カテーテル検査では，遺残短絡なく，

肺動脈一右室間の圧較差も5～10mmHg程度であった

が，肺対体収縮期圧比0．52，主肺動脈収縮期圧50

mmHgの肺高血圧を認めた．

　症例2．1歳2ヵ月，男（図14）

　本例は，LA　max　71％，　LVEDV　78％と左心容積は

さほど小さくないが，PA　index　1．02と肺動脈径が極

めて小さい症例である．動脈管開存を合併していたが，

左肺動脈が極めて細く，側副血行路の発達が著明で

あった．左心容積からみて，一期的根治手術可能と判

断し根治手術を施行したが，術後，人工心肺から離脱

5－（5）

できないため，心室中隔欠損を開放し，結果として，

姑息的右室流出路拡大術の形となった．本例は，術後

6日目にLOSのため死亡した．

　　　　　　　　　　考　　案

　本症の病態を規定する最大の因子は，右室流出路か

ら末梢肺動脈にかけての狭窄及び低形成の程度であ

り，その病変の反映として，肺血管床，左房，左室の

低形成，側副血行路の発達がみられる．したがって，

一期的根治手術の適応の決定の上で，肺動脈の発育度

及び左心容積の評価が不可避である．

　さて，肺動脈及び左心の発育の程度が一期的根治手

術に対して持つ意義は，本症の解剖学的特徴が明らか

になり，手術手技が向上するに従って，次第に変化し

てきた．手術死亡の未だ高かった時代では，主として，

遺残PS，続発性PR及び手術侵襲に起因する右心不全

をいかに克服するかが当面の問題であった．その後，

右室流出路の拡大基準1）2）が設定され，左右肺動脈分岐

までの外科的拡大が可能となった現在，外科的修復の

不可能な末梢肺動脈，左心の低形成が，手術成績を左

右する最大の因子となってきた．従って，術後，右心

不全よりも，むしろ，左心不全が前面に立つ症例が少

なくない．Kirklinらによって提唱され，広く用いられ

ている術直後の右室圧／左室圧比15｝が，本研究におい

て，術後管理の難易度と何らの相関を認めなかったこ

とは，手術手技の変遷を主とした歴史的流れを裏付け

るものと考えられる．

　肺動脈径計測の意義と問題点

　根治手術の適応基準として肺動脈の発育度の評価法

は，種々のものが提唱されている3）～II｝．肺動脈径を計

測する意義は次に示す2点にあるものと考えられる．

　①術後の右室圧を規定する因子は，肺血管床の抵抗

以外に，右室流出路から末梢肺動脈に至る間の狭窄部

位の抵抗であること．

　②肺血管床の大きさを表わす方法がないため，肺動

脈の太さをもって，肺血管床の大きさの代用とするこ

と．

　外科治療の進歩によって，主肺動脈から左右肺動脈

分岐までの外科的拡大が可能となり，前者の意義がう

すらぎ，現在では，肺動脈径の計測は，肺血管床の発

育状態を評価しようとの考えに他ならない．しかし，

肺動脈のどの部分を計測すれぽ，より正確に，肺血管

床の発育程度を評価できるかに関しては不明である．

各施設の実状に即し，使い慣れた指標を用いれぽよい

と考えられるが，最も注意すべきことは，計測誤差で
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ある．計測する対象が小さいため，わずかの計測誤差

でも大きく値が変動し，また，造影フィルムの拡大率

補正，計測部位及び心周期による変動，体表面積での

補正などにより誤差の生じる因子が多い．この点，本

研究で使用した肺動脈指標は，拡大率や体表面積によ

る補正が不要で，計測部位を一定にし易いため，簡便

かつ誤差の少ない指標といえよう．今回の検討及び諸

家の報告8）11）から，PA　index　1．3前後に，現時点での

根治手術の適応限界があるものと考えているが，いず

れの肺動脈指標を用いるにせよ，肺動脈の一部の計測

値をもって，肺動脈全体や肺血管床の発育状態を評価

することに少なからず問題があることを認識し，その

計測誤差，個体差をふまえて評価することが必要であ

ろう．

　左室容積計測の意義と問題点

　従来，本症においては，左室容積の小さい症例が多

いか，あるいは，左室容積が根治手術の規定因子とな

りうるかに関して，議論のあったところである．1960

年代に，Kirklini6），　Theyel7｝，　Malmら18）は，根治手

術に際して，左室容積が小さくて問題となる症例はほ

とんどないと報告している．しかしながら，その後の

報告19）““29）では，本症においては，左室容積が小さいこ

とがまれではなく，根治手術に際して，左室容積を重

要視すべきであるとの意見が一般的趨勢となってき

た．これらの報告の差違は，主として，対象とする症

例の違いによるものと考えられる．すなわち，近年の

心臓外科の進歩は，一期的根治手術の適応を年少例，

重症例へと拡大しており，この意味で，我々の症例を

含めて，左室低形成例がまれではないことは当然のこ

ととも言える．換言すれぽ，以前はBlalock・Taussig

術を含む姑息的手術を行っていた症例や自然淘汰例が

一期的根治手術群に含まれるようになったとも言えよ
う．

　本症における左室容積計測の意義は次に示す2点に

あるものと考えられる．

　①左室容積が肺血管床の発育状態の良い指標であ

る，本症における左室の発育は，肺血流量，側副血行

量及び心室中隔欠損を通しての拡張期の右左短絡量に

依存していると考えられ，後2者の量の少ない例では，

良好に，肺血管床の発育状態を反映する3°）ものと考え

られる．

　②左室の発育の程度そのものが，手術成績を左右す

る因子である．本症では，術前は，左右両心室によっ

て維持されていた体循環が，根治手術を契機として左

日本小児循環器学会雑誌　第1巻　第1号

室のみで維持されるという点を考えれぽ，おのずと，

根治手術に耐えうる左室容積に限界があることが予想

される．肺血管床の低形成のない総肺静脈還流異常に

おいても，左室低形成例で，術後左心不全をきたす例

が多く，左室容積が手術成績と密接な関係のあること

が報告されている31｝．従って，左室低形成例の多い本症

においても，術後の左心不全の可能性を考慮した評価

が必要である．

　左室容積がどの程度あれぽ根治手術に耐えうるかに

ついては，心血管造影法による左室容積の定量法が確

立されて以来，次第に明らかとなった．我々のデータ

を含め，諸家の報告13）26）27）29）をみれば，LVEDV　60％

前後が根治手術の適応限界と考えられる．但し，症例

提示したような側副血行路の発達例では，単純に，

LVEDV　60％を目安にすることはできない．これに関

しては後述する，

　左房容積計測の意義と問題点

　左房容積も，左室容積と同様に，肺静脈還流量に密

接な関係があり，本症においては，正常ないし正常以

下である19）一’21）．本症における左房容積計測の意義は次

に示す2点にあるものと考えられる．

　①左房容積そのものが心拍出量に関与する．これに

関しては，Reservour　functionとしての左房容積を

50％縮少すると，心拍出量が40％低下するとの実験的

報告32＞がある．

　②左房容積が肺血管床や左室の発育の良い指標で

ある．本研究においても，左房容積と左室容積の間に

は良好な相関が認められ，LVEDV　60％が根治手術の

適応限界とするなら，LA　max　50％前後がその限界点

と考えられる．しかしながら，前述したように，左室

容積の大きさの割には，左房容積が極めて小さい心房

中隔欠損合併例では注意が必要である．節家29）は，この

ような症例は，術後に肺高血圧をきたすものの手術死

亡には至らないとの報告をしている．我々の症例にお

いても，LA　max　38％，　LVEDV　89％の心房中隔欠損

合併例が，術後管理に難渋せずに生存している．従っ

て，Reservour　functionとしての左房機能自体が問題

となる症例は極めてまれであり，根治手術の適応基準

という点からは，左房容積よりも左室容積に，より重

点がおかれるべきものと考えられる．

　右室容積計測の意義

　本症の右室容積は，流出路の低形成，心室中隔欠損

を通しての拡張期右左短絡などが原因で，正常ないし

正常よりやや小さいと報告されている26）33）．自験例に
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おいても，右室容積は，全体として正常範囲にあった

が，ーまれに，右室の極めて低形成の症例があり，

RVEDV　60％前後に根治手術の適応限界があるとの

報告がある26）．但し，右室は，直接手術浸襲の加わる部

位であり，手術手技が異なれぽ，根治手術に耐えうる

右室容積の限界が異なる可能性がある．ちなみに，自

験例の根治手術群におけるRVEDVの最低値は73％
であった．

　肺動脈径と左心容積の関係及び根治手術適応基準

　肺動脈径と左心容積は，いずれも本症の病態あるい

は術後管理の困難さを反映し，両者の間には正の相関

が認められた．しかしながら，個々の症例の検討では，

これらの指標の結果が一致せず，根治手術適応に迷う

場合がある．

　①左心容積がさほど小さくないにもかかわらず肺

動脈径が極めて小さい場合．

　提示した症例2のような側副血行路発達例であり，

肺動脈を介しての血流量が少ないにもかかわらず，発

達した側副血行路からの血液供給が大きいために，左

心容積がさほど小さくない．術前のLVEDVが60％以

上あったとしても，術後，側副血行路を介する遺残左

右短絡のため，左心不全をきたす可能性がある．側副

血行量に応じた配慮が必要であるが，術前に，その量

を正確に把握することは困難である．従って，少なく

とも，現時点では，PA　indexが1．3未満の症例では，

姑息手術の適応とすべきであろう．

　②肺動脈径がさほど小さくないにもかかわらず左

心容積が極めて小さい場合．

　本研究の対象には含めなかったが，肺動脈弁欠損を

合併したTOFがこの典型例34）といえよう．提示した

症例1を含め，このような症例の存在は，肺動脈の太

さをもって根治手術の適応を決定することの限界を示

しているとも考えられ，肺動脈径が大きくても

LVEDVが60％未満の症例では姑息手術を選択すべき

であろう．

　③左室容積は小さくないが，左房容積が極めて小さ

い場合．

　心房レベルの左右短絡量の多い心房中隔欠損合併例

によくみられる型である．左房容積が小さいにもかか

わらず左室容積が小さくないのは，拡張期における心

室レベルの右左短絡量が多いためではないかと考えら

れる，

　前述したように，左室容積が十分あれぽ，根治手術

の適応があると考えられるが，術後の肺高血圧に注意
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が必要である．

　以上述べてきたように，本症の根治手術適応の決定

には，肺動脈径，左心容積の評価は必要欠くべからざ

るものであり，これらの指標の測定誤差，問題点を考

慮しつつ手術適応を決定するべきである．これらの指

標の結果が一致しない場合には，より慎重な検討が必

要であり，我々の検討からは，少なくともPA　index

1．3以上，LVEDV　60％以上の両者を満足しない症例

は，一期間根治手術の適応外とすることが望ましいと

考えられた．

　　　　　　　　　　結　　論

　①ファP一四徴症の肺動脈径，左心容積は，いずれ

も，本症の病態あるいは根治手術後の管理の困難さを

反映し，両者の間には正の相関が認められた．

　②少数ではあるが，肺動脈径と左心容積が著しく一

致しない症例があるので，根治手術に際しては，両者

とも評価する必要がある．

　③現状での一期的根治手術の限界は，RA　index

1．3前後，LA　max　50％前後，　LVEDV　60％前後と考

えられた．
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The　Significance　of　Size　of　the　Pulmonary　Arteries　and　the　Left　Heart

　　　　　　　　　　Volume　in　Total　Correction　of　Tetralogy　of　Fallot

Akio　Sunakawa，　M．D．，et　al．

　　　The　size　of　the　pulmonary　arteries（PA　index），1eft　atrial　maximum　volume（LA　max）and　left　ven－

tricular　end－diastolic　volume（LVEDV）were　determined　in　46　Japanese　children　with　tetralogy　of　Fallot

and　the　findings　were　analyzed　with　regard　to　the　significance　in　selection　of　candidates　for　one－stage

total　correction．　PA　index　means　the　sum　of　the　maximal　diameters　of　the　left　and　right　pulmonary

arteries，　as　measured　just　before　the　take－off　of　the　first　branch　and　which　were　normalized　to　the　maxi－

mal　diameter　of　the　descending　aorta　at　the　level　of　the　diaphragm．　PA　index，　LA　max　and』LVEDV　sig－

nificantly　correlated　with　the　oxygen　saturation　of　the　systemic　arterial　blood．　Furthermore，　these

parameters　were　inversely　related　to　the　total　dose　of　noradrenaline　used　in　postoperative　management

and　also　to　the　maximal　concentration　of　serum　creatinine　in　the　postoperative　period．　Nevertheless，

several　patients　showed　a　marked　discrepancy　between　the　size　of　the　pulmonary　arteries　and　the　left

heart　volume　i．e．　extremely　small　pulmonary　arteries　despite　an　adequate　left　heart　volume　or　extremely

hypoplastic　left　heart　despite　pulmonary　arteries　of　sufficient　size．　Postoperatively，　such　patients　had　a

severe　low　cardiac　output　syndrome．　Thus，　both　the　size　of　the　pulmonary　arteries　and　the　left　heart

volume　should　be　evaluated　when　selecting　candidates　for　total　correction．　At　present，　we　consider　1．3

0f　PA　index，50〔70　of　normal　value　of　LA　max　and　600ro　of　normal　value　of　LVEDV　to　be　the　lower　limits

for　a　complete　repair．
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