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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　最近5年間に新生児期のIAA　7例の外科治療を経験し，一期的根治手術成功1例を含む5例を救命

し得た．大動脈離断部位の病型はCeloria－Patton分類A型4例，　B型3例で，全例PDAを伴い，合併

心内奇形としてはVSD　5例，　TGA＋VSD＋大動脈弁及び弁下狭窄1例，　Taussig－Bing奇形1例であっ

た．これら7例の発症日齢は平均5．9日と早く，症状の進行も急激であり，入院時シ・ック，アシドーシ

スを伴うものが4例あったが，入院後の積極的な呼吸，循環管理，PGE，，カテコールアミン等の投与に

より，ほとんどの症例で全身状態の改善が得られた．一期的根治手術は2例に行った．B型でVSD合併

の1例は，上行一下行大動脈直接吻合による大動脈弓再建とVSDパッチ閉鎖を行ったが，狭小で壁の薄

い上行大動脈の送血カニューレ挿入部の裂創により失った．A型でTGA＋VSD＋大動脈弁及び弁下狭

窄を合併した1例は，Gore－Tex人工血管による大動脈弓再建とStansel手術を行い救命した．二期的根

治手術は5例に行った．姑息手術として，Blalock－Park手術による大動脈弓再建術を1例に，人工血管

による大動脈弓再建とPDA結紮を他の4例に行い，3例に肺動脈絞拒術を追加した．　Gore－Tex人工血

管を用いた1例を吻合部狭窄のために失ったが，VSD合併の3例は姑息手術後15日～53日目に根治手術

を行い，Taussig－Bing奇形合併の1例は2年6ヵ月目にStanse1手術を行い，いずれも救命した．これ

ら7例の外科治療経験をもとに，姑息手術か一期的根治術かの術式の選択，大動脈弓再建法とその問題

点について考察を加えた．

　　　　　　　　　はじめに

　大動脈弓離断症（IAA）に他の心奇形を合併する大

動脈弓離断複合は，生後早期より発症し，新生児，乳

児早期に外科治療の対象となることが多いため，その

手術成績は不良であり，最近の常本の全国集計でも，

1歳未満69例の手術死亡率は65％（1ヵ月未満69％）

と高率である1）．また本症の治療方針に関しても，姑息

手術か一期的根治術かの術式の選択，大動脈弓再建の

方法等，いまだ議論の多いところである．われわれは，

最近5年間に新生児期の本症7例の外科治療を経験

し，5例を救命し得た．本論文では，これら7例の外

別刷請求先：（〒810）福岡市中央区唐人町2－5－1

　　　　　福岡市立こども病院・感染症センター

　　　　　　　　　　　　　　　　角　　秀秋

科治療成績を報告するとともに，新生児期の本症の外

科治療上の問題点について考察を加える．

　　　　　　　　　対象と方法

　1980年9月から1985年5月までの間に当院にて外科

治療を行った本症は11例で，そのうち新生児例（生後

28日未満）は7例であり，性別は男6例，女1例であっ

た．

　1．術前状態（表1）：7例の発症時期は生後1日か

ら20日（平均5．9日）であり，全例哺乳力低下，多呼吸

を初発症状とし，急速な心不全，呼吸不全症状の増悪

が認められた．入院時の全身状態は，われわれの乳児

心疾患重症度分類で，症例2を除き，いずれもIII度（人

工呼吸を要するもの），あるいはIV度（ショック，アシ

ドーシスを伴うもの）であった．症例1は手術直前ま
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表1　術前状態

No 症例
生下時
体重（9） 性別

発症時
日齢

入院時
重症度

PGEl 人工呼吸
心カテ時
　日齢

手術時
日齢

手術時
重症度 備　　考

1 KA 3410 男 1 IV 十 十 4 7 IV 高度出血傾向
2 SY 3150 男 3 I

I 一 一
10 10 I

I

3 NY 3860 男 5 IV
一

十 10 11 III 食道閉鎖根治術
　　　（1生日）

4 GY 3300 男 6 III 十 十 15 16 III DiGeorge症候群
5 YN 3290 男 1 IV 十 十 15 18 III

6 KT 2910 男 5 IV 十 十 5 23 III

7 AM 3820 女 20 m 十 十 26 26 III

乳児心疾患重症度分類CHMC　Fukuoka　1984

1：可及的早急に手術を要するもの

II：経管・経静脈栄養，　PGE，カテコールアミンを要するもの

m：人工呼吸器を要するもの

IV：ショック，アシドーシスを伴うもの

表2　術前心カテーテル，心血管造影所見

No 肺動脈圧

mmHg
下行大動脈圧

　mmHg
左室圧

mmHg
　　病　型
（Celoria・Patton） 合併奇形

1 68／32（48） 68／30（48） 67／9 A VSD，　ASD
2

一 一 一 A VSD
3 61／36（49） 59／31（43） 77／6 B VSD

右鎖骨下動脈起始異常

4 89／52（68） 91／50（67） 100／4 B VSD
右大動脈弓

TGA（SDD）
5 53／28（39） 45／37（41） 53／19 A VSD

大動脈弁下狭窄

6 74／30（50） 82／28（52）
　 A 璃謬雫纏形

VSD，　ASD
7 72／52（49） 54／34（43） 88／8 B 右大動脈弓

左鎖骨下動脈起始異常

でショック，アシドーシスの改善が得られず，全身の

著しい出血傾向が認められた．症例3は先天性食道閉

鎖症の合併例であり，生後1日目に食道再建術が行わ

れたが心不全，呼吸不全症状の改善は得られなかった．

症例4は難治性の低カルシウム血症によるテタニー発

作の頻発が認められた．下肢脈拍が比較的良好に触知

し得た症例2，3を除く他の5例にはPGEIが点滴投

与された．発症時期から心カテーテルを検査までの日

数は0～9日（平均6．3日），心カテーテル検査から手

術までの日数は0～18日（平均3．7日）であった．手術

直前の全身状態はII度（経管・経静脈栄養，　PGE，カテ

コールアミン等を要するもの）1例，III度5例，　IV度

1例であった．

　2．診断（表2）：超音波心断層法により，全例に本

症あるいは大動脈縮窄症の疑診が得られ，症例2，3，

5を除く4例はPGEI投与下に心カテーテル検査が行

われた．全例にPDAが存在し，大動脈弓離断部位の病

型はCeloria－Patton分類2）A型4例，　B型3例であっ

た．症例5は完全大血管転位症を，症例6はTaussig－

Bing奇形を合併していたが，他の5例の心大血管位置

関係は正常であり，全例VSDが存在した．さらに症例

5，6には大動脈弁狭窄症，症例4，7には右側大動脈

弓，症例3，7には鎖骨下動脈起始異常が認められた．

　3．手術法（表3）：一期的根治手術は症例3，5に対

して行われた．症例3では，体外循環併用超低体温循

環停止下に上行一下行大動脈直接吻合による大動脈弓

再建術が行われ，ついで上行大動脈送血による中等度

低体温拍動流体外循環下にVSDパッチ閉鎖術が行わ

れた．症例5では，超低体温低流量体外循環下にGore・

Tex人工血管による大動脈弓再建術が行われ，ついで
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表3　一期的根治手術

No 日齢 体重（9） 病型 補助手段（弓再健時） 大動脈弓再健法 術　　　式 転帰

O
J
　
　
　
5

11

18

3470

3090 B
A

　体外循環併用
超低体温循環停止

超低体温低流量
　　体外循環

上行一下行大動脈
　　直接吻合

　　人工血管
（Gore－Tex，8mm）

VSD閉鎖

Stansel手術

死
生

二期的根治手術

姑 息　手　術 根　治 手　術
No

日齢 体重（9） 病型 大動脈弓再健法 併用術式 日齢 体重（9） 術　　式
転帰

1 7 3230 A Blalock－Park手術 （一） 22 3020 VSD閉鎖
ASD閉鎖

生

2 10 2900 A 　　人工血管
（Gore－Tex，6mm） PDA結紮 一 一 一 死

4 16 3470 B 　人工血管
（Golaski，6mm）

PDA結紮
肺動脈絞苑

69 4060 VSD閉鎖
肺動脈絞拒解除

生

PDA結紮
6 23 2520 A 　人工血管

（Golaski，6mm）
肺動脈絞掘
Blalock・

2歳
6月

9600 Stansel手術
ASD閉鎖

生

Hanlon手術

7 26 3220 B 　人工血管
（Golaski，6mm）

PDA結紮
肺動脈絞挺

74 3200
VSD閉鎖
ASD閉鎖
肺動脈絞掘解除

生

C　　　　　　　D
　　　図1　症例5の体外循環法および術式

A，B：超低体温低流量体外循環環下のGore－Tex人

工血管（8mm）による大動脈弓再建術．上行大動脈送

血量＝40ml／kg／min．下行大動脈送血量＝60ml／kg／

min．　C，　D：人工血管side　branchからの送血による中

等度低体温拍動流体外循環下のStansel手術．

図2　症例4，7の大動脈弓再建法

人工血管にあらかじめ縫着したside　branchからの送

血による中等度低体温拍動流体外循環下にStansel手

術3｝が行われた（図1）．他の5例には姑息手術として，

まず大動脈弓再建術が行われ，3例に肺動脈絞拒術が

併用された．大動脈弓再建法の内訳は，Blalock・Park

手術1例，Golaski人工血管による再建術3例，　Gore－

Tex人工血管による再建術1例であった．術前より著

しい出血傾向がみられた症例1では人工血管の使用を

避け，Blalock－Park手術が行われた．右側大動脈弓を

合併した症例4，7では，局所の解剖学的関係より，人

工血管を上大静脈前方に通して大動脈弓再建術が行わ

れた（図2）．症例6では，左総頚動脈と左鎖骨下動脈

の側々吻合による人工血管近位吻合部拡大術が追加さ

れた（図3）．姑息手術時の体温は常温とし，PDA結
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図3　症例6の大動脈弓再建法

紮は人工血管遠位部吻合を行うまで出来るだけ遅らせ

ることにより循環動態の保全を計った．

　　　　　　　　　　結　　果

　手術死亡は2例29％であった．姑息手術の行われた

症例2は，大動脈弓再建に用いたGore・Tex人工血管

による大動脈近位吻合部の歪曲のため，上行一下行大

動脈間に45mmHgの圧較差が残存し，術後うっ血性心

不全の改善が得られず，12日目に気管内吸引時突然心

室細動をきたし死亡した．一期的根治手術の行われた

症例3は，狭少で壁の薄い上行大動脈（径6mm）の送

血カニューレ挿入部に生じた裂創修復に時間を費し，

術後1日目にLOSのため死亡した．

　二期的根治手術は症例1，4，6，7に対して行われ

た．症例1，4，7は，姑息手術後いずれも人工呼吸器

から離脱し得ず，それぞれ15，53，48日目にVSDパッ

チ閉鎖術が行われた．症例1の術後経過は良好で1カ

月目には退院したが，術後1年目に上行一下行大動脈

間の圧較差が増強し，Blalock－Park手術吻合部のパッ

チ拡大術を要した．症例4はDiGeorge症候群合併例

であり，胸腺欠損，細胞性免疫不全および副甲状腺機

能不全が認められた．術中，術後の血中カルシウム濃

度の維持，厳重な感染対策，GVH反応予防のための放

射線処理血液の使用等により，特に問題なく経過し，

術後5ヵ月目には退院した．症例7は，根治手術後2

日目より腎不全のため腹膜透析を要し，さらに昏睡状

態と全身の間代性痙李が2週間持続したが，3ヵ月目

には軽快退院した．Taussig・Bing奇形を合併した症例

6は，姑息手術後増強するチアノーゼを軽減させるた

めBlalock・Hanlon手術を追加，その後2年6ヵ月目

にStansel手術が行われた．術後3ヵ月を経た現在，高

度の肺高血圧が残存するため入院下に経過観察中であ

る．一期的根治手術の行われた症例5は，術後心不全

のためAdrenalin，　Dopamine等の補助を1週間要し，

さらに左横隔膜神経麻痺のため人工呼吸を3週間余儀
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なくされたが回復し，術後2ヵ月目には退院した．人

工血管を使用した症例4，5，6，7の術後上行一下行

大動脈圧較差は，最長2年9ヵ月を経た現在，いずれ

も0～4mmHgと良好であった．

　　　　　　　　　　考　　察

　IAAは比較的まれな先天性心奇形であるが，生後早

期より内科的治療に抗する重篤な心不全，呼吸不全を

呈し，新生児期の先天性心疾患による死亡例の4％を

占め，平均生存日数10日4），生後1ヵ月以内の死亡率

80％5）といわれる予後不良の疾患である．われわれの

経験した7例の発症日齢は1～20日，平均5．9日で，い

ずれも多呼吸，頻脈，哺乳不良といった心不全，呼吸

不全症状を初発とし，以後急速な症状の憎悪がみられ

た．患児の入院時の全身状態は極めて重篤であり，わ

れわれの乳児心疾患重症度分類で7例中4例がIV度，

すなわちショック，アシドーシスを伴っていた．

　本症は単独で存在することはまれであり，PDAとと

もにVSDが高率に合併する4）．われわれの症例も全例

PDA，　VSDを伴っていた．VSDはmalalignment　type

であることが多く，室上稜の左側への偏位により左室

流出路狭窄を伴いやすい6）7）．そのため生後まもなく肺

血管抵抗の増加，PDAの閉鎖傾向とともに，　VSDを介

する左一右短絡の増大，左室負荷の増加，腎血流低下

に伴うアシドーシスの進行により全身状態は急激に悪

化する．PDAの収縮閉鎖傾向に対してはPGE1が有効

で8，，われわれの症例でもPDAが閉鎖傾向にあった5

例すべてに尿量の増加，アシドーシスの改善が得られ

た．その他の合併奇形として大血管転位症，総動脈幹

遺残症，左心低形成などが報告されているが4）9），われ

われの症例では，高度な大動脈弁下狭窄を伴う完全大

血管転位症1例，Taussig・Bing奇形1例の合併が認め

られ，B型の2例に右大動脈弓，鎖骨下動脈起始異常

が存在した．また第3鯉嚢，第4鯉嚢の発生異常に基

づく胸腺欠損による細胞性免疫異常を主徴とする

DiGeorge症候群を本症の10％に認めるとする報告が

ある1°）11）．症例4はリンパ球サプセットを含む各種免

疫学的検査，胸腺ホルモンおよび副甲状腺ホルモンの

定量からDiGeorge症候群の診断が確定した．血中カ

ルシウム濃度の維持，厳重な感染対策，GVH反応予防

のための放射線処理血液の使用等に留意することによ

り特に問題なく経過した．

　本症の外科治療成績を向上させるためには術前状態

を良好に保つことが肝要である．Boveらが述べてい

るごとく12），患児の全身状態が悪化する以前の外科手
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術の介入が理想的であるが，新生児期の本症の症状の

悪化は急速であり，来院時すでにショック状態に陥っ

ている症例が少なくない．そのため，従来，全身状態

が著しく不良のまま緊急手術を行われる場合が多く，

手術成績も不良であった．しかしながら，近年の術前

管理の進歩は目覚ましく，入院後の積極的な人工呼吸，

鎮静剤，PGEI，カテコールアミンの使用等により全身

状態は改善するものが多く，われわれの症例では入院

時IV度の4例中3例は手術直前III度に改善した．した

がって，全身状態が不良のまま緊急手術を行うことは

避けるべきであり，最重症例といえども，まず内科的

治療に対する反応をみるべきものと思われる．また術

前状態を良好に保つため，術前検査を，心エコー，梼

骨動脈からの逆行性大動脈造影のみに留めるべきだと

する意見もみられるが13），本症に合併する多彩な心内

奇形を考慮すれば，手術方針を決定するうえで，心カ

テーテル・アンギオ検査の必要性は否定できないもの

と思われる．われわれは，人工呼吸下の迅速な心カテ

操作，等浸透圧の造影剤の使用などにより，全身状態

の悪化をきたすことなく，全例に心カテーテル・アン

ギオ検査を施行し得た．

　本症は新生児，乳児早期に救命のために外科手術の

介入を要することが多く，従来その手術成績は不良で

あり，手術方針，手術手技の選択に関しても，いまだ

議論の多いところである13）17）．本症の外科治療上，第一

の問題点は，合併奇形に対して姑息的に対処するか，

あるいは一期的根治手術を行うかである．新生児期の

本症に対する姑息手術成功例は，1970年Tysonらに

よって報告されたのが最初であり18），その後種々の方

法による姑息手術成功例の報告があるが4｝19）2°），欧米に

おける最近の手術死亡率は33～50％17）2’），本邦におい

ても33～66％1）13）と現在も満足いく成績とは言い難

い．一方，一一期的根治手術は1972年Barratt・Boyes

ら22）による最初の成功例の報告以来，超低体温循環停

止法による根治手術成功例の報告が散見され，最近

Jacobsonは9例中5例救命，手術死亡率44％の成績を

報告しているが23），本邦においては新生児期の一期的

根治手術成功例の報告はいまだみられない．一期的根

治手術が姑息手術より望ましいのは当然であるが，上

述のごとく，現在までのところ両者の手術成績に明ら

かな差が認められず，各施設の実情にあった方法が選

択されるべきであろう．われわれは二期的根治手術を

原則とし，姑息手術としてA型の3例，B型の2例に

大動脈弓再建のみ，あるいは大動脈弓再建＋肺動脈絞
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拒術を行った．上行一下行大動脈間に45mmHgの圧較

差が残存した1例を姑息術時失ったが，VSDのみを合

併した3例は15～53日後に，　Taussig－Bing奇形を合併

した1例は2年6ヵ月後に二期手術を行い，いずれも

救命し得た．前3者の術後肺体収縮期圧は，いずれも

正常化したが，後者には高度の肺高血圧が残存してお

り，早期の根治手術が必要であったものと思われる．

一期的根治手術は，上行大動脈径が著しく細いため姑

息手術時のside　clampが困難と考えられたB型の1

例と，完全大血管転位と高度の大動脈弁および弁下狭

窄を伴うため姑息手術が無効と考えられたA型の1例

に行った．前者は，狭小で壁の薄い上行大動脈のカニュ

レーションに硬質で太い送血カニューレ（Bardic　10

F）を使用したため挿入部に裂創をきたし死因となっ

た．その反省から後者では，冷却時の送血カニューレ

として上行大動脈に14Gエラスタ針を，下行大動脈に

Bardic　10Fを用い，超低体温低流量体外循環下に人工

血管による大動脈弓再建を行った．ついで人工血管に

あらかじめ縫着しておいたside　branchにBardic　12

F送血カニューレを接続して復温を開始，中等度低体

温拍動流体外循環下に心内操作（Stanesel手術）を行

い良好な結果を得た．この方法により，本症の一期的

根治手術における大動脈カニュレーションの手技的問

題は克服できるものと思われる．近年の開心補助手段

の改善，術前，術後管理の進歩は目覚ましく，今後は

新生児期といえども，積極的に一期的根治手術を考慮

していく必要があろう．

　第二の問題点は，大動脈弓再建に何を用いるかであ

る．大動脈弓再建術式としては，左鎖骨下動脈一下行

大動脈吻合いわゆるBlalock・Park手術18），人工血管

による弓再建術’6｝，上行一下行大動脈直接吻合術14），

PDAを利用した弓再建術24）などが報告されている．上

行一下行大動脈間に圧較差を残存させないことが重要

であり，鎖骨下動脈が細い新生児期のBlalock－Park

手術はその適応が限られてくるものと思われる．患児

の成長，発育と人工血管を用いた際の再手術の困難さ

を考慮すれぽ，上行一下行大動脈直接吻合術が理想的

であろう．しかしながら，直接吻合術は手術侵襲が大

きく，arch　vesselsの形態や大動脈弓離断部の距離に

よっては，それが困難な症例もある．したがって新生

児期の姑息手術時の弓再建に際しては，患児救命のた

め，手術操作が比較的簡単な人工血管による弓再建術

式を用いざるを得ない症例が多いと考えられる．われ

われは，姑息手術時の弓再建には原則として人工血管
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を用い，術前に高度の出血傾向が認められたA型の1

例にのみBlalock－Park手術を行った．人工血管の種

類としては，Gore－Tex人工血管は材質が硬く，吻合さ

れた血管に歪曲を生じさせ圧較差の原因となったが，

Golaski人工血管（microknit）は材質が軟らかく，そ

の心配がないため，新生児の大動脈弓再建に適してい

るものと思われる．Blalock－Park手術の1例は，術直

後より上行一下行大動脈間に19mmHgの圧較差が残

存し，1年後に再手術を余儀なくされたが，人工血管

を使用した症例4，5，6，7の術後上行一下行大動脈

圧較差は，最長2年9ヵ月を経た現在，いずれも0～4

mmHgと良好であった．しかしながら，患児の成長に

伴う圧較差の増大は必須であり，今後慎重に経過観察

していく必要があるものと思われる．

　　　　　　　　　　　　　結　　語

　新生児期のIAA　7例の外科治療を経験し，一期的根

治手術成功1例を含む5例を救命し得た．これら7例

の外科治療成績を報告するとともに，新生児期の本症

の外科治療上の問題について考察を加えた．
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Surgical　Management　of　Interruption　of　Aortic　Arch　in　the　Neonate
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　　Department　of　Cardiovascular　Surgery，＊Department　of　Neonatology，　Children’s　Hospital

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Medical　Center　in　Fukuoka

　　　Seven　neonates，7to　23　days　of　age，　with　interruption　of　the　aortic　arch（IAA）were　operated　on

between　1980　and　1985　with　mortality　rate　of　29（70．　Four　patients　were　classified　as　Celoria　and　Patton

type　A，　and　three　were　type　B．　All　had　patent　ductus　arteiosus（PDA）and　ventricular　septal　defect

（VSD）．　In　two　of　them，d－transposition　of　great　artery（d－TGA）associated　with　aortic　stenosis（AS）and

Taussig－Bing　malformation　with　AS　were　combined．　Primary　definitive　repair　was　performed　in　two

patients．　A　11－day－old　neonate　with　type　B－IAA，　PDA　and　VSD　underwent　primary　anastomosis　of　the

aortic　arch，　division　of　the　PDA　and　closure　of　the　VSD．　He　died　24　hours　postoperatively　of　laceration

of　the　ascending　aorta　at　cannulation　site，　resulted　in　long　time　extracorporeal　circulation　and　LOS．　The

other　18－day－old　neonate　with　type　A－IAA，　PDA，　VSD，　d－TGA　and　AS　underwent　reconstruction　of　the

aortic　arch　with　PTFE　graft，　ligation　of　the　PDA　and　Stanse1’s　procedure，　who　was　discharged　in　ex－

cellent　condition　2　months　after　correction．　Five　patients　had　palliative　operation．　One　patient　with　type

A－IAA　underwent　Blalock－Park　operation　successfully．　The　other　four　patients　underwent　recon－

struction　of　the　aortic　arch　with　prosthetic　graft　and　ligation　of　the　PDA　with　one　death．　He　died　at　12th

postoperative　day　due　to　residual　pressure　gradient　in　the　reconstructed　aortic　arch．　Three　of　four

patients　who　survived　palliation，　had　successful　closure　of　VSD　within　2　months　after　palliation　and

another　patient　with　Taussig－Bing　malformation　underwent　Stansers　procedure　2　years　later　suc－

cessfully．　Problems　of　surgical　management　of　IAA　in　neonates　were　discussed．
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