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緊急心大血管手術，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　過去15年間に経験した6ヵ月未満総肺静脈還流異常症16例（生後9～160日）を対象とし，手術成績に

影響を及ぼす術前・術中の因子について検討した．手術成績は，16例中手術死亡7例（43．8％，内LOS

死：5例）であった．術前catecholamineあるいは人工呼吸器管理を必要とした症例は，いずれも必要

としなかった症例と比べて，手術成績は不良であった（66．7％vs　23．1％）．術前検査として，2DEに加

えて主肺動脈造影による還流部位診断のみ行った症例では，2回以上造影をした症例に比べて良好であ

り（12．5％vs　57．4％），検査後24時間未満で手術を行った症例では，24時間以上の症例に比べて成績は

良かった（14．3％vs　44．1％）．開心補助手段として体外循環併用超低体温・循環停止法を用い，中心冷

却のみで行った症例では，表面冷却を併用した症例に比べて改善がみられた（16．7％vs　37．5％）．術前

の肺動脈圧は成績に関係なく，従って，乳児期早期の治療方針としては，早期発見・診断・手術が成績

向上につながると考える．

　　　　　　　　　緒　　言

　総肺静脈還流異常症（Total　anomalous　pulmonary

venous　return：TAPVR）は，先天性心疾患の1～2％

の頻度1）2）を占め，新生児期・乳児期早期において重篤

な心肺不全に陥いり，極めて予後不良の疾患である．

近年，超音波検査をはじめとする術前診断の進歩，心

筋保護法などの開心補助手段の改善により，本症の手

術成績はしだいに改善しつつある3）4）．しかし，新生児

期・乳児期早期における手術成績は，いまだ不満足で

あり，治療方針に関して統一的見解がない現状である．

今回，著者らは，現在まで経験したTAPVR手術症例

の中で，特に問題の多い6ヵ月未満例を対象とし，術

前・術中の諸因子について検討を加えたので報告する
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と共に，現時点における当施設の本疾患に対する治療

方針について述べる．

　　　　　　　　対象および方法

　1969年11月から1985年8月まで兵庫県立尼崎病院心

臓センターで根治手術を施行したTAPVRは32例（無

脾症などの複雑心奇形合併例を除く）で，そのうち手

術時月例が6ヵ月未満の16例（男：11例，女：5例）

を対象とした（表1）．手術時日齢は，生後9日から160

日（90±150日：平均±標準偏差．以下同じ），体重は

2，500gから5，900g（4，219±915g）であった．還流部位

としてDarling分類5）Ia型：6例，　Ila型：3例，　IIb

型：2例，III型：1例，　IV型：4例であり，　Ib型は

なかった．合併心奇形ではASD：10例，　PDA：8例，

azygos　continuation：1例であった．

　以上16例を，術前状態，検査方法，診断から手術ーま

での時間，開心補助手段について検討し，手術成績お
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表1　0perative　cases＆results　of　TAPVR　in　younger　than　6　months　old　of　age．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Nov．1969～Aug．1985）

No Pt． Sex
Age（days）BW（9）　　　　　　　暗　　at　operatlon

Darling’s
classification

　　Associated
Cardiac　Anomalies

Results（Causes　of　death）

1
． T．Y． M 160　　　5900 IIa PFO died　at　2POD（Aspiration　pneumonia）

2
． M．M． F 103　　　4800 Ia ASD（15×10），　PDA died　at　7POD（LOS）
3
． H．N． M 159　　　5160 Ia十IIb ASD（large） died　at　15POD（LOS）

4
． K．S． M 150　　　4050 Ia ASD（7×7） alive

5
． R．N． F 120　　　4800 IIa ASD（20×18，　post－BAS） alive

6
． T．Y． F 78　　　4000 Ia十IIa ASD（4×4） died　at　8POD（LOS）

7
． M．K． F 160　　　4700 IIb ASD（small，　post・BAS） died　at　OPD（LOS）
8
． 1．H． M 121　　　4900 Ia PFO，　PDA alive

9
． M．H． F 40　　　3500 Ia＋IIa ASD（4×4），　PDA died　at　3POD（Lung　bleeding）

10． S．N． M 35　　　3040 IIb PFO，　PDA
Azygos　continuation

alive

11． K．D． M 31　　　3820 IIa ASD（15×12），　PDA alive

12． Y．K． M 58　　　3900 Ib十IIb PFO，　PDA alive

13． S．1． M 35　　　2500 III PFO，　PDA alive

14． M．1． M 9　　　2740 Ia PFO，　PDA died　at　4POD（LOS）

15． T．M． M 94　　　4600 Ia PFO alive

16． K．F． M 83　　　5100 Ia ASD（5×4） alive

POD：Post　operative　day（s）．　OPD：Operative　day． （Aug．1985．　KAH）

よび死亡原因におよぼす影響を検索した．

　　　　　　　　　　結　　果

　（1）手術成績（表1）

　16例中手術死亡7例（43．8％）で，遠隔期死亡およ

び吻合部狭窄などによる再手術例はなかった．手術死

亡7例の原因は，低心拍出量症候群（LOS）：5例〔内

1例（症例14）は脱血管による右冠動脈の圧迫が原因〕，

抜管後のミルクの誤嚥：1例（症例1），吻合部狭窄：

1例（症例9）であった．手術時日齢・体重をみると，

生存例（n＝9）で80．8±41．3日，4，079±829g，術後管

理および手術手技上の失敗が明らかである後2者（症

例1，9）を除くLOS死（n＝5）では101．8±56．3日，

4，280±857gと両群間に有意差を認めず，むしろ生存

例の手術時日齢が低い傾向があった．病型別成績のう

ちLOS死亡例をみると，1型：6例中2例（死亡率

33．3％，以下同じ），II型：5例中1例（20．0％），　III

型：1例中0例（0．0％）IV型：4例中2例（50．0％）

で，病型別の偏よりは認められなかった．術後合併症

として1例（症例11）が完全房室ブロックのためpace

maker植込み術を必要とした．

　（2）術前状態

　術前の肺動脈収縮期圧（PAP）をみると（図1），生

存例で62．3±19．1mmHg（n＝9），　LOS死亡例で

56．8±36．4mmHg（n＝5），その他の原因による死亡例

で平均60．OmmHg（n＝2）で，3群間に有意差はなかっ
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図1　術前肺動脈収縮期圧（PAP）

た．

　術前状態の評価として，術前のcatecholamine投与

または人工呼吸器管理の有無を指標とした（表2）．入

院時一般状態が不良で術前にcatecholamine投与ま

たは人工呼吸器管理あるいは両方を必要とした症例は

3例（症例6，9，14）であった．開始時期は3例とも

心臓カテーテル検査中あるいは検査後であった．使用

したcatecholamineは全例Dopamineで，投与量は

2～5μg／kg／minであった．　catecholamine投与・人工

呼吸器管理を共に必要としなかった13例ではLOS死

亡3例（23．1％）であったのに対し，catecholamine投
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表2　術前状態による評価

死　　　因catecholamine
　投　　与

人工呼吸
管　　理

症　例
Los　iその他

な　　し な　し 13

　3　i　　　　　1寧（23％）：　　　：

あ　　り な　し 2

　2榊i　　　　　O（100％）：　　　’

あ　　り あ　り 1

　o　i　　　　　1“＊（0％）i　　　．

　傘：嚥下性肺炎．　　　　　　　　（Aug．1985．　KAH）

＊t’ 1例は脱血管によるRCAの圧迫．
’⇔ ：吻合部狭窄．

表3　心血管造影検査と手術成績

造影検査
手術死亡

症例数
Los　iその他

（1）2　ヵ　所以上

（11）主肺動脈造影のみ

（III）な　　　し
7
8
1

　4　i　　　　　　1（57．4％）：

　1　i（12．5％）i　O

　o　i　1　　　　」

与または人工呼吸器管理あるいは両方を必要とした3

例ではLOS死亡2例（66．7％）と不良であった．

　（3）心臓カテーテル・造影検査（表3）

　全例に心臓カテーテル検査を施行し，症例9を除く

15例には同時に心血管造影検査を行った．また，症例

11以降の造影検査では造影剤として低浸透圧造影剤で

あるmetrizamideを使用した．

　心血管造影の回数でみると，可及的にcomplete

catheterizationおよびangiographyを志向して2カ

所以上（逆行性梼骨動脈造影を除く）で造影を行った

のは7例で，その内4例（57．4％）が術後LOSで死亡

した．それに対して，超音波診断と還流部位確認のた

め主肺動脈造影のみを施行した8例では1例（12．5％）

をLOSで失っただけであり成績の向上がみられた．

　心臓カテーテル・造影検査を行った15例で検査から

手術までの時間と成績を検討した（表4）．検査後24時

間以上で手術が行なわれた9例では4例（44．4％）が

LOSによる死亡で，内2例が検査後からcate・
cholamine投与あるいは人工呼吸器管理が必要であっ

た．それに対し，24時間未満に手術を行った7例では，

術後LOS死亡1例（14．3％）と改善がみられ，死亡例

でのみ，術前からcatecholamone投与を必要とした．

　（4）開心補助手段（図2）

日本小児循環器学会雑誌　第2巻　第2号

表4　心臓カテーテル・造影検査から手術までの時間

手術死亡
時　　間 症例数

Los　iその他　　1

（1）24時間以上

（II）24時間未満 9
7

　4　i　　　　　2（44．4％）：

　1　i（14．3％）i　O　　　I

（1）　Conventional　C－P　bypass．

（2）　Circulatory　arrest

　　　with　surf8cθ
　　　　＆core　cooling

吻

（Aug．1985．　KAH）

　　　　　　　　　　　　　＊（3－）　Ci「繍㍑＝、i，g。，ly．膠［エユエココ

口・live・M　Di・d・f　L・S・□Di・d・f・・h・・causes・

＊RCA　compression　by　venous　cannula．

　　　　　　　　　　　　　　　（Aug．1985．　KAH）

　　　図2　開心補助手段による成績

　開心補助手段として，症例1，3では通常体外循環

法，症例2，4～10は，表面冷却・体外循環（中心冷却）

併用超低体温・循環停止法，また，症例11以降は，表

面冷却をやめ体外循環による中心冷却のみによる超低

体温・循環停止法を用いた．また，心筋保護法として

症例9以降ではice　slushによる局所冷却（topical

cooling）に加えてcold　blood　cardioplegiaを使用し

た6）．

　中等度低体温（直腸温32．0℃）・体外循環法を使用し

た初期の2例では，LOS死亡1例（50．0％）であった．

超低体温，循環停止法を使用した14例中，表面冷却を

併用した8例ではLOS死亡3例（37．5％）であったの

に対し，表面冷却を用いなかった6例では，脱血管に

よる右冠動脈圧迫のため1例（16．7％）を失ったのみ

であった．

　循環停止法を使用した14例で，生存例，LOS死亡例

の最低直腸温・循環停止時間・大動脈遮断時間を比較

した（表5）．生存例（n＝9）で，それぞれ18．7±0．9℃，

51．4±16．8分，56．0±15．0分，LOS死亡例（n＝4）で

は，それぞれ18．6±0．5℃，67．8±14．9分，68．5±14．0

分であり，LOS死亡群で循環停止時間，大動脈遮断時

間が長い傾向にあったが，統計学的有意差はなかった．

　また，心筋保護法としてcold　blood　cardioplegiaを

使用した症例9以降では9例中LOS死亡1例
（11．1％）と，それ以前の7例中4例（57．1％）に比べ
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表5　補助手段におけるパラメーターと手術成績

最低直腸温 循還遮断時間 大動脈遮断時間

（℃） （min．） （min．）

Alive
18．7±0．9 51．4±16．8 56．0±15．0

（n＝9）

Died

of　LOS 18．6±L7 67．8±17．3 68．5±16．1

（n＝4）

Died

of　non　LOS奉 19．3 61．0 61．0

（n＝1）

’：吻合部狭窄（mixed　type；Ia＋Ila）

（Aug．1985．　KAH）

て明らかに成績の改善がみられている．

　　　　　　　　　　考　　察

　総肺静脈還流異常症（TAPVR）は，乳児期にその約

80％が死亡する予後不良の疾患である1）2）．その中で

も，新生児期・乳児期早期において心肺機能不全に陥

いる症例は，内科的管理に抵抗し，急速に全身状態が

悪化し，緊急に何らかの外科的治療を必要とする．し

かし，本症の手術成績は，乳児期以降では比較的良好

であるのに対し，乳児期，特に早期では極めて不満足

なものであった7）8）．この手術成績を左右する因子とし

て，術前状態，術前検査法，開心補助手段・術式など

が問題となる．

　術前状態と手術適応に関して，TAPVRの中で，乳

児期早期までに発症する症例では，肺静脈閉塞（pul・

monary　venous　obstruction：PVO），肺高血圧症およ

び左心低形成などの合併が報告されている．

　PVOの原因として，　Ia型では垂直静脈の無名静脈

への流入部，Ib型では一ヒ大静脈への流入部さらにIII

型では門脈系への流入部などの肺静脈の体静脈あるい

は右心房への還流部位での解剖学的狭窄と血行動態上

PVOに類似する心房間交通口の狭小がある．この心房

間交通口の問題について，我々の16例をみると，手術

時日齢90日以上の8例では4例（50．0％）がlarge

ASD合併例であったのに対し，90日未満例では8例中

7例（87．5％）が卵円孔または5mm径以下のsmall

ASDであった．　Mullinsらは，心房間交通口の狭小が

PVOの大きな原因であることに注目し，　balloon

atrial　septostomy（BAS）を生後4日から1歳までの

12例に施行し9例の症状の改善がみられた経験を報告

している．彼らは，TAPVRに対するBASの適応を生

後3ヵ月以内の症例で，infracardiac以外の解剖学的

187－（25）

PVOのない例に有効であり，症状の改善を計った上

で，乳児期をさけて根治手術を行なうべきであると主

張した．Whrightl°），　Dickinsonらll）も，PVOのない4

ヵ月未満例にBASの適応があるという意見である．

我々も症例5，7ではBASを行なったが，いつれも生

後3ヵ月以上例で，著効は得られなかった．特に，症

例7ではBAS後も心不全のcontrolが難しく，状態が

改善されないままで手術に持込んだため，術後のLOS

は著明となり，術中死している．このことから，現在

では，BASに依存することなく手術を先行させること

に治療の主眼をおくようにしてから成績の向上をみる

に至っている．

　全身状態の評価として，今回，我々は術前cate－

cholamine投与や人工呼吸器管理の有無を指標として

用いた．我々の成績では，少なくともどちらかを必要

とした症例では3例中2例（66．7％）がLOS死であっ

たのに対し，どちらも必要としなかった13例で，LOS

死3例（23．1％）であり，術前状態の良好な症例の成

績は良好であった．Kirklinら12）は，3ヵ月未満手術症

例の術前状態をclass　IからVの5段階に分類し，

shockやacidosisを伴っていないが重篤な心不全に

陥いっている症例（class　IV）や，　shockまたは

acidosisを少なくともどちらか1つを伴った症例

（class　V）の手術成績は極めて不良なため，このよう

な症例ではより早期手術が必要であると報告した．

Hawkinsら3｝も，術前acidosisを伴った症例や気管内

挿管を必要とした症例の成績が不良であったと述べて

いる．当施設では，以前，三宅13）が，6ヵ月未満の緊急

心大血管手術例では，術前のacidosisを伴った症例で

は成績が不良であったと報告した．今回の結果ともあ

わせて考えると，内科的管理でも状態が悪化する傾向

にある症例はむろんのこと，状態が比較的安定してい

る症例でも，状態の悪化する以前に手術を行なうこと

が必要であろう．

　次に，肺高血圧症の問題がある．TAPVRでは，肺

血管の閉塞性病変（pulmonary　vascular　obstructive

disease：PVOD）の進行が早く，肺高血圧症を伴った

症例の成績は不良であると言われている14）．しかし，今

回の我々の検討では，生存例，LOS死亡例の2群間で

肺動脈収縮期血圧の程度に有意差は認めなかった．こ

れは，乳児期早期までの症例では，肺高血圧症が

PVODの進行よりもむしろ肺静脈側の問題（解剖学的

PVOや心房間交通口の狭小）からきた2次的原因であ

ることを示唆している．Di　Eusanio15），　Katzl6），
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Dickinsoni1），　Hawkinsら3｝の報告でも乳児期までの

症例では，肺高血圧の程度は手術成績に影響しないと

述べており，我々の結果と一致する．

　左心系の低形成について，本症では左房容積・左室

容積が正常より小さく17）18），この大きさが手術成績を

左右するという意見がある．また，Goorら2Dは，左房

容積の小さい症例での左房拡大術の必要性を報告し

た．それに対して，左房容積は小さくとも，左心耳の

大きさは正常であるところから，本来の左房容積は正

常であり，充分な吻合口を作成すれぽ左房容積は手術

成績を左右する因子でないという意見もある3）11）22）．ま

た，左室容積も，本症では小さくないという意見もあ

る23）．Rosenquistら24）は，心エコー検査から，本症の

僧帽弁・大動脈弁径は正常であり，また，右室負荷に

よる心室中隔の変形のために左室径は小さいが，左室

容積自体は小さくないと報告している．我々は，術前

に左室が体血流を維持している限り，左室容積は手術

成績に関係なく，また，共通肺静脈と左房間に大きな

吻合口を作成するように努めれぽ，左房機能は十分維

持できるとの考えから，左房拡大術は必要ないと考え，

全く行っていない．しかし，ASDの閉鎖に関しては，

直接閉鎖をすることで左房容積が小さくなる危惧があ

れぽ，パッチを用いて閉鎖するように注意している．

　術前検査について：従来は，先天性心疾患の診断法

の中で心臓カテーテル・造影検査の占める役割が大き

く，全例に同検査を行ってきた．しかし，うっ血性心

不全を伴った幼若児では，心臓カテーテル・造影検査

の侵襲は大きく，特に，高浸透圧造影剤の使用後に状

態の悪化する症例が多かった．近年，超音波検査，特

に断層心エコー検査（2DE）の進歩につれて，心内奇形

は2DEだけで十分診断可能であり，心臓カテーテル，

造影検査をせずに，手術を行うという報告もある25）26）．

我々も，最近の9例では，入院時に2DEによる検査を

第一選択としている．しかし，造影検査を行わず2DE

と心臓カテーテル検査だけで手術を行ったmixed

type（Ia＋IIa）の1例（症例9）では，術前診断がIa

であったことから，術中還流部位の確認に余分の時間

を要し，結果として肺出血，LOSで失った苦い経験が

ある．Hahtaら27）は，　TAPVR　34例の還流部位を2DE

で検査した結果，24例（71％）は診断可能であったが，

mixed　type　4例中3例が診断不可能であったと報告

している．著者らも，2DEの診断能力を否定するもの

ではなく，実際に，我々もmixed　type以外の還流部位

は2DEの所見と一致している．しかし，当施設の
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mixed　typeの占める割合が32例中5例（15．6％）と多

く，また，その手術成績も不良であり28｝，手術時間の短

縮という点を考えれば，術前の正確な還流部位診断と

大動脈縮窄症など大血管系の診断は29）3°）重要であると

考えている．近年，従来の造影剤に比して患児への影

響が比較的少ない低浸透圧造影剤（metrizamide）が開

発されたことは，大きな福音である．

　次に，検査から手術までの時間であるが，本症の心

不全が進行性であることを考えれぽ，たとえ影響の少

ない造影剤を使用しても，検査後，心不全，腎不全な

どの進行が加速されることは否定しきれない．著者ら

は，検査後に状態を回復させる目的で24時間以上管理

して手術を行った症例の成績が不良であった経験か

ら，現在，乳児期早期の発症例では，検査後即手術室

へ搬送する方針をとっており，諸家の意見3｝4）15）16）31）と

一致するものである．

　補助手段：乳児期における開心補助手段として表面

冷却・体外循環（中心冷却）併用超低体温・循環停止

法が広く採用されてきた32｝33）．しかし，重篤な心不全を

伴った症例では，表面冷却中に状態がさらに悪化する

症例が多く，当施設では，最近，表面冷却を行わず，

体外循環に接続するまでは出来るだけ体温の維持に努

めている．表面冷却を併用した場合8例中3例
（37．5％）をLOSで失ったのに対し，中心冷却のみで

行なった最近の6例では復温循環中，脱血管による右

冠動脈の圧迫で1例を失ったのみであった．この点に

ついて，Katz16｝，　Di　Eusanio34｝，　Hawkins3），　Mazzucco

ら35｝も表面冷却を用いず体外循環（中心冷却）のみによ

る超低体温・循環停止法で行ない良好な成績を報告し

ている．補助手段におけるパラメーターの検討では，

最低直腸温，循環停止時間，大動脈遮断時間で，生存

群，LOS死亡群で有意差はなかった．しかし，村岡ら36）

は60分以上の循環停止法を用いた症例では，術後の脳

CT検査で異常所見を伴っていると報告した．また，今

井ら4）は，新生児では乳児に比較して腎機能が悪く，ま

た，3ヵ月未満例では心筋浮腫をおこしやすいという

考えから大動脈遮断を避ける方法をとって，良好な成

績を報告している．我々の今回の検討では，心筋保護

法（cold　blood　cardioplegiaを使用，　Young液は乳児

例では用いていない）による問題点，循環停止による

神経症状，脳CT上の異常所見などは認めていない．

しかし，LOS死亡群で有意差はないものの，循環停止

時間，大動脈遮断時間が長い傾向にあり，また，3カ

月未満例の他の疾患症例で心筋浮腫をおこしやすいと
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いう印象があり，今後は，循環停止時間，大動脈遮断

時間の短縮に努力すべきであると考えている．

　遠隔期PVO：我々は，　PVO防止のためにcardiac

type，特にIIaではcoronary　sinusを大きくcut　back

することで吻合口の拡大に努め，また，supracardiac，

infracardiacでは，　posterior　approachを採用し，左

房後壁は心房中隔移行部から左心耳まで大きく切開

し，さらに共通肺静脈は左上肺静脈まで切開すること

で大きい吻合口を作成するようにしている．また，縫

合は6－0プロレン糸を用い，全周連続縫合とせず，1／3

から1／2周は結節縫合にすることで，術後の発育を障害

しないよう留意している．また，大きなASDに対して

は直接閉鎖せず，現在ではglutaraldehyde処理馬心膜

（Xenomedica製⑧）でパッチ閉鎖している．以上の術

式で，生存例9例中遠隔期PVOは1例も経験してい

ない．しかし，遠隔期PVOの原因としてパッチで用い

た自己心膜の感染・肥厚，退縮が報告されており37），

我々が使用したglutaraldehyde処理心膜も，今後さら

に遠隔期に注意深い観察をしていく必要があろう．

　　　　　　　　　　結　　語

　6ヵ月未満TAPVR手術症例16例を対象とし，術

前・術中の手術成績におよぼす因子について検討した．

　（1）術前状態の悪い症例の成績は不良であり，今後，

早期発見，早期手術により成績の向上が期待できる．

　（2）術前診断として，2DEを中心とした診断法に加

えて，主肺動脈造影による還流部位の確認と逆行性左

梼骨動脈造影による大血管奇形診断を行い，検査後早

期手術を行う．

　（3）開心補助手段として，中心冷却のみによる超低

体温・循環停止法が有用であるが，循環停止時間，大

動脈遮断時間の可及的短縮に努力すべきである．
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Surgical Treatments　of　Total　Anomalous　Pulmonary　Venous

　　　Infants　Younger　than　Six　Months　Old　of　Age

Return　in

Keiichi　Fujiwara，　Yoshio　Yokota，　Fumio　Okamoto，　Toshiharu　Miyake＊＊，Yoshiharu　Kiyota，

　　　　　　Eiji　Sugawara，　Seiichiro　Makino＊，Eiji　Yoshikawa＊and　Yousuke　Murakami＊

　　　　　Departments　of　Cardiovascular　Surgery　and　Pediatric　Cardiology＊，Heart　Institute，　Hyogo

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kenritsu　Amagasaki　Hospital

　　　　　　　Currently，　Department　of　Pediatric　Cardiology，　Kiniki　University　Medical　School＊＊

　　　Between　November　1969　and　August　1985，　sixteen　consecutive　infants　younger　than　6　months　old

of　age，　from　9　days　to　160　days，　underwent　repair　of　total　anomalous　pulmonary　venous　return．

　　　There　were　seven　operative　deaths，　overall　mortality　was　43．8〔70，　including　low　output　syndrome　in

5patients，　aspiration　pneumonia（1）and　obstruction　of　anastomosis（1）．　There　was　no　hospital　death．　Pre‘

and　intraoperative　factors　affecting　operative　mortality　were　analized．　Preoperative　condition　was　most

important　for　operative　mortality．　Other　factors　such　as　age　or　weight　at　operation，　preopeartive

pulmonary　artery　pressure，　duration　of　circulatory　arrest　and　aortic　cross　clamp　time　had　no　significant

COrrelatiOn．

　　　Deep　hypothermia　and　circulatory　arrest　with　core　cooling　alone　was　more　beneficial　than　with

combination　of　surface　and　core　cooling　for　those　infants　with　severe　congestive　failure．　Recently

operative　mortality　improved　from　60．6（70　to　16．7％．

　　　We　conclude　that　earlier　diagnosis　and　aggressive　operative　treatment　before　clinical　deterioration

would　reduce　operative　mortality　in　early　infancy．
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