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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　大動脈弁閉鎖の入院患児19例の臨床的検討を行った．性別は男児15例，女児4例で，入院時日齢は0

から231日，中央値2日であった．来院時死亡の1例と自然死亡の6例を除く12例に14回の姑息術を施行

したが，短絡術の1例のみが生存した．生後3日以内に入院した10例中，膀帯ヘルニアで入院した1例

を除き9例すべてがショック症状で発症した．これに対して，生後4日以後の入院例9例は，すべてチ

アノーゼを伴う進行性の心不全を主症状として入院した．主として冠血流を反映する上行大動脈径と血

液ガスのpHには有意の関係がなく，他方ショック状態であった6例全例でPGE1が著効を示した．従っ

て，ショックの原因は，冠血流の低下によるよりも主に動脈管の閉鎖によると考えられた．

　患児の症状や検査データをもとに，個々にたいして適切な手術法を決定することは困難であり，全症

例に確実に有効な手術術式は現在のところNorwood術であると考えられた．

　大動脈弁閉鎖は，生後1週間以内に患児の80％が重

篤な心不全のため死亡する最も予後不良の心疾患であ

る1）2）．数年前までは姑息手術の成績も極めて不良で

あったため3）”－5），その手術適応さえ疑問視され，多くの

症例が手術を受けることなく自然死亡してきた2）．し

かし最近米国において姑息術後のFontan術6）7）や心臓

移植などの根治術も可能となり，また本邦においても

姑息手術成功例が報告されるに至り8），ようやく本疾

患にも外科治療の道が開かれてきた．手術法としては

姑息手術が一般的であるが，小数の生存例を含む種々

の術式が報告されるなかで3）’－5）9），Norwood術もしく

はその変法を施行した症例が多く，かつ長期生存例も

多く見られ成績は最も良好である7）10）11）～13）．しかしな

がら，Norwood術は人工心肺を必要とし手術侵襲も

大きいため8），特定の施設の成績のみが良好であ
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り7）12）13），施設問の手術成績は差が大きいと思われる．

そこで本症患児の発症パターンから，個々の症例に応

じて，侵襲が出来るだけ小さくかつ有効な治療方針を

決定するため，大動脈弁閉鎖の臨床経過をretrospec－

tivelyに検討した．

　　　　　　　　　対象と方法

　1982年4月より1986年9月までに本院に入院した，

いわゆる左心低形成症候群は20例であったが，大動脈

弁閉鎖の有無により血行動態および術式が大きく異な

るため，ここでは大動脈弁閉鎖の19例を対象として検

討を加えた．性別は男児15人，女児4人と男児が多く，

また合併心疾患は表1に示すように，僧帽弁閉鎖が15

例にみられ，他方合併奇形のため正常に近い左室サイ

ズをもつ例が2例にみられた．なお，卵円孔の早期閉

鎖が1例みられ，明らかな大動脈縮窄を合併した例は

1例のみであった．入院時日齢は生後0日から231日で

平均は20．3日（中央値2日）であり，入院時体重は2．4

kgから6．5kgで平均3．5kgであった．
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表1　大動脈弁閉鎖19例の患者サマリー

症例 入院年月日 日齢 手術日齢 体重 PGE、 合併心奇形 手術術式 転　帰

1 78／1／6 0 （一） MA　ARSA　PCFO ND
2 78／4／3 0 （一） MA　LSVC ND
3 78／6／4 1 （一） MA　LSVC ND
4 78／9／25 231 309 6．5 （一） MA LBT LD
5 82／8／28 7 判定不能 MA ND
6 83／1／21 2 有効 MA ND
7 83／3／30 7 97 4．5 （一） MA ASD ED（7d）

8 83／4／20 17 24 3．1 （一） VSD Schuster DOT
9 84／4／15 2 2 3．1 有効 MA VPS十BPAB ED（3d）

10 84／7／17 5 6 3．4 有効 MS Nor十CS DOT
11 84／8／13 43 52 4．0 （一） MA Schuster

11 57 4．3 （一） Nor十PDAB DOT
12 84／9／25 2 （一） MA DOA
13 85／3／6 10 無効 CAVC　LSVC ND
14 85／4／29 2 3 2．5 有効 MS Nor十LMBT DOT
15 85／5／16 3 3 2．6 有効 MA　LSVC Nor十RMBT DOT
16 85／7／1 42 42 3．9 （一） MA Nor十RMBT DOT
17 85／10／31 10 11 2．4 血圧低下 MA M・Nor ED（7d）

18 85／12／2 0 0 3．0 有効 MA M－Nor DOT
19 86／8／16 2 2 3．1 有効 MA　ASD　CoA M－Nor
19 4 3．1 CoA．PAP ED（1d）

MA：僧帽弁閉鎖，　ARSA：右鎖骨下動脈起始異常，　PCFO：卵円孔早期閉鎖，　ND：自然死亡，　LSVC：

左上大静脈遺残，LBT：左Blalock－Taussig手術，　LD：晩期死亡，　ED：早期死亡，　VSD：心室中隔欠

損，DOT：台上死VPS：Van・Praagh短絡術，　BPAB：肺動脈分岐部絞拒術，　MS：僧帽弁狭窄，　Nor：

Norwood術，　PDAB：PDA絞拒術，　DOA：来院時死亡，　CAVC：共通房室弁口遺残，　LMBT：左

Blalock・Taussig術変法，　M・Nor：Norwood術変法，　ASD：心房中隔欠損，　CoA：大動脈縮窄，　PAP：

パッチ拡大術

　これら19例における入院前または入院時の血液ガス

値，気管内挿管の有無，入院時の主症状，胸部レント

ゲン所見，発症日齢のほか本症の診断法，上行大動脈

径，プロスタグラソディンE、（PGE1）の投与とその効

果，手術術式などについて検討を行った．

　　　　　　　　　　　結　　果

　対象19例の転帰は表1の患者サマリーに示した通り

である．非手術死亡は計7例で，本疾患を手術適応外

としていた早期の症例が3例（症例1，2，3），手術を

積極的に行う方針に変更した後の症例が4例であっ

た．後期の4例の死亡原因は，家族が手術を拒否した

例（症例5），術前に重度の頭蓋内出血を来したため手

術適応外とした例（症例6），来院時すでに死亡してい

た例（症例12），および手術中に来院し待機中に死亡し

た例（症例13）が各1例であった．

　これらの7例を除く12例に14回の姑息手術を行った

が，初期の症例に施行したNorwood術以外の短絡術

と心房中隔欠損（ASD）作成術では，左ブラロック術

の1例（症例4）のみが生存し得た．しかしこの1例

も晩期死亡した．6mmのGore－Texを用いて肺体短絡

手術を行った残りの1例（症例9）は肺動脈分岐部絞

i施術も併用したが，術後に右室と体循環の間に圧較差

を生じ術後早期に死亡した．一方，術前にはアシドー

シスも無く肺欝血のみが主症状であった3例にたいし

てASD作成術を施行したが，1例が術中死（症例10），

1例が術前から続いていたと考えられる敗血症のため

術後3日目より低心拍出量症候群（LOS）を来し早期

死亡した（症例7）．最も状態の良かった残りの1例（症

例11）は，ASD作成術後急激な肺血流増加に伴う心拡

大とLOSで逆に状態が悪化し，緊急にNorwood術を

行ったが術中死した．このように，短絡術およびASD

作成術はともに満足すべき結果が得られないため，以

後Norwood術を積極的に選択し，かつ最近の3例に

はその変法を行ってきた．しかしながら，最近の4例

中3例でようやく人工心肺離脱可能となったものの，

1例（症例16）は閉胸時に心室細動で失い，他も1例

（症例17）は術後7日目にLOSで死亡，残りの1例（症

例19）も残存した大動脈縮窄解除の翌日に死亡し，長
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図1　内科的管理によるBase・Excessの変化．黒丸は

　薬剤非投与例と通常のカテコールアミン投与例．白

　丸はPGEI投与例で，点線はその経過を示す．＊：心

　不全発作時のBE値

期生存例はまだ得られていない．

　19例の入院時状態をまとめると，挿管による人工換

気の状態で入院した例は8例であった．来院時死亡の

1例を除く18例の胸部レントゲソ写真では心胸廓比は

0．46から0．66，平均0．58の軽度心拡大を示し，また8

例で軽度の，5例で中等度からの重度の肺欝血がみら

れた．発症時から入院時までの血液ガスpHの最低値

は6．24から7．41，平均は7．08であり，pH7．00以下の

ショック例が8例にみられた．なおBase　Excess

（BE）は一47．3から＋2．8，平均一15．9と著しいアシ

ドーシスを示した．心カテーテル検査は早期の4例の

みに行ったが，残りの15例中9例は心断層エコー検査

で，また6例には梼骨動脈あるいは膀動脈からの逆行

性大動脈造影を加えて非侵襲的に診断し，その内10例

において手術を行った．

　繰り返し血液ガスの採取が可能であった症例につい

て，内科的管理の結果をBEの変化として図1に示す．

薬剤の非投与例（症例11）および心不全のためカテコー

ルアミンの投与を行った症例を黒丸で表し，PGE、投

与を行った例は白丸で示した．なお，いずれの群も有

意のアシドーシスに対してはメイロンの投与で補正を

行った．手術待機中に自然死亡した1例（症例13）で

BEの低下が見られるが，全般的にBEは良くコソト

ロールされていた．最近アシドーシスを示す例にすす

んで使用しているPGE1は，前述の投与後にややBE

が低下した1例と投与後に血圧低下を来した1例（症

例17）の2例を除く7例で有効であった．とくに，BE

が一15．0以下のショック状態であった6例では全例に

著効を認めた．また12例の手術症例中，術前にアシドー
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図3　心エコー検査による大動脈径と血液ガスpH値

　の関係

シスが無く定期手術が可能であった4例と，緊急手術

を行った8例中生後42日目の1例（症例16）を除く7

例に対して術前にPGE、投与が行われた．なおこれら

7例のPBE1の投与開始より手術までの時間は数時間

から10時間であり，長い列でも24時間以内であった．

　入院時日齢は表1に示すように，0日から213日と幅

広く，19例中13例が生後1週間以内に入院した．また

入院となった主症状との関係をみると，生後3日以内

に入院した10例中，膀帯ヘルニアの1例を除く9例の

すべてがショック症状で発症したのに対して，日齢5

日以上の9例はいずれもチアノーゼおよび心不全症状

で発症し，ショック例はみられなかった（図2）．

　冠血流量を反映すると思われる点で臨床上重要な上

行大動脈径は，心形層エコー検査による計測では平均

2．5mmであった．これは術中計測値よりやや細く計測

されたが，両者はr＝0．81の良好な相関を示した．

ショック症状と冠不全の関係をみるため上行大動脈径

と血液ガスpH値について検討したが，両者間に有意

の関係は認めなかった（図3）．

　　　　　　　　　　考　　按

　大動脈弁閉鎖の手術成績が不良である原因について
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表2　大動脈弁閉鎖症に対する各姑息手術法の比較

手　術　法 長　　所 短　　所

Norwood術 冠循環の確保 人工心肺が必要

肺欝血の軽減 肺血流量の調節が困難

体循環の確保

ASD作成術 人工心肺が不要 肺血流量の調節が困難

肺欝血の軽減 体冠循環が動脈管依存性

肺動脈絞拒術 人工心肺が不要 分岐部絞拒術が困難

肺血流量の調節 体冠循環が動脈管依存性

短絡手術 人工心肺が不要 肺血流量の調節が困難

体循環の確保 冠循環の確保が不確実

血行動態的に検討すると，第1に動脈管が閉鎖すれぽ

必然的に体循環と冠循環が維持不能となりショック状

態をきたすため，動脈管の開存が生存に不可決の条件

といえる4）6）12）．第2に，たとえ動脈管が開存していて

も，本症では体循環と肺循環が隔絶されていないため，

日齢とともに低下する肺血管抵抗に伴い肺血流は増加

し，その結果体循環および冠循環血流の低下を招き，

代謝性アシドーシスや心収縮力の低下をきたすことに

なる．しかも多くの例において，僧帽弁の流入障害を

合併するため，肺血流の増加にともなって肺欝血をき

たし呼吸不全を招く11）12）．以上の観点から，上行大動脈

から大動脈弓にかけて主肺動脈と大きく吻合すること

により冠循環と体循環を確立し，心房中隔欠損を作成

した後に短絡術によって肺血流を調節するNorwood

手術7）12）13｝が本症の手術法としては理論的に優れてい

ると考えられる．しかしながら，Norwood術は人工心

肺の使用により手術侵襲が大きくなり，かつ肺血流量

の調節が困難であるため8）12）13），発案者以外の施設にお

ける手術成績は必ずしも良好とは言えない現状であ

る．

　これに対し，人工心肺を用いないで行えるASD作

成術，肺動脈絞拒術，Van　Praagh術は手術侵襲が比

較的小さい反面，表2にしめすような欠点をもつため，

これらの術式を組み合わせて手術が行われてき
た3）一一5）．しかしながらこれらの三者には，冠血流を十分

に維持できないという共通の欠陥も存在し，その手術

成績は決して良好とは言えなかった3）～5）．本院におけ

る大動脈弁閉鎖症例は，男児が19例中15例（78．9％）

と従来の報告1）2｝と同様に多く，また胸部レントゲン写

真では軽度の心拡大と肺欝血を認める例が多かっ

た1）12｝．また入院時日齢は19例中13例（68．4％）が1週

間以内であり，そのうち9例（47．3％）は2日以内と，

米国の最も先進的な病院の合同研究であるNERICP

日本小児循環器学会雑誌　第2巻　第3号

報告2）の72％，38％とほぼ変わりない結果であった．こ

れはNERICPのデータがやや古い点を考慮しても，

わが国の新生児治療システムが確立してきた成果と思

われる．

　つぎに発症の主症状と日齢の関係は，生後3日以内

にショックで発症する群と4日以後に徐々に心不全と

チアノーゼで発症する群に分けることが可能であっ

た．ショックの原因には動脈管の閉鎖と冠循環不全に

よる心拍出量低下の両者が考えられるが，主に冠循環

を反映すると考えられる上行大動脈径と血液ガスpH

の間には有意の関係がなく，他方ショック状態であっ

た，6例全例でPGE1の投与が著効を示したことより，

主たる原因は動脈管の急激な閉鎖によると思われ

た4）6）12）．したがって生直後に発症する大動脈弁閉鎖に

対しては，まずPGE1の投与を行ったのちに4）11）13）肺体

短絡術を行うのが効果的と考えられるが，手術に際し

ては数日以内に進行してくる心不全を防ぐ目的で肺動

脈血流の調節を同時に行う必要があると思われる．

　ショックに陥ることを免れた約半数の症例において

も，多くは日齢数日頃からチアノーゼを伴った進行性

の心不全をきたすようになる6）11）12）．このような症例に

対する酸素投与，人工呼吸管理，強心斉1」およびPGE1な

どの投与が，肺循環と体循環のバランスをくずし，逆

に症状の悪化を来す恐れすらあるため13），これを内科

的にコントロールすることは容易ではない．肺欝血を

軽快させる目的でBalloon　Atrial　Septostomy

（BAS）を行う方法もあるが，本疾患ではBAS自体が

不成功に終ることが多いと言われている7｝．我々の経

験でも3例にBAS術を試みたが，1例は卵円孔の早

期閉鎖のため（症例1），また他の1例（症例10）はカ

テーテルが左房に挿入できず，残りの1例（症例5）

も，1．5mlの造影剤の注入により左房内で風船が破裂

した．一方，BAS術が成功しても，肺血流をbackward

に制限していた左房圧を下げる結果，体循環の低心拍

出をきたし，かえって状態を悪化させる恐れもあ
る13）14）◆

　本院の手術例を検討すると，短絡術2例中晩期死亡

の1例は，生後231日の時点でも動脈管は大きく開存し

ており心不全はなかったが，肺血管陰影の減少と強い

チアノーゼを認めたために肺動脈の分岐部狭窄を疑い

左ブラロック術を施行した例である．しかし術中所見

では肺動脈分岐部に解剖学的な狭窄はなく，また術中

に行った圧測定でも主肺動脈と左肺動脈間に圧差がな

かったことから，チアノーゼの原因は分岐部狭窄では
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なく肺血管抵抗が高いため肺血流量が減少していたこ

とに起因すると考えられた．しかしながら本症例にお

ける肺血管抵抗の上昇は，チアノーゼが生下時から存

在し，しかも肺欝血，心不全を来したことがないこと

から，先天性のものと考えられた．

　一方，逆シャントである肺体短絡術を肺動脈分岐部

絞拒術とともに行った他の1例はグラフト間の圧較差

を残し術後3日目に死亡した．またASD作成術を施

行した3例においても，1例は術中死し，1例では逆

に症状の悪化を来し，残りの肺動脈分岐部絞拒術を併

用した1例も心不全が改善せず敗血症のため手術後早

期に死亡した．もしASD作成術を施行するのであれ

ぽ肺血流の調節が同時に必要であり，体循環を動脈管

に依存する限り，肺動脈分岐部での絞拒術を行わざる

を得ない，しかしながら，肺動脈分岐部絞拒術の実施

には直径3mm程度の血管を適度に絞VEすることが要

求され，極めて安全域が狭いと思われる．このように，

従来の姑息手術はその効果が症例によって異なり，し

かも患児の症状から術前にその結果を予測することは

困難であった．

　これにたいして，手術侵襲が大きいため本院では現

在のところ長期生存には結び付いていないが，Nor・

wood術は体循環と冠循環を確保し同時に肺血流量を

調節するため，その効果は症例を問わず確実に期待で

きるものと思われる．本術式の主な問題点として，術

後の出血の防止7），肺血流量の調節法7｝12）13）がクローズ

アップされているが，大動脈縮窄を合併した場合の解

除法にも工夫が必要である7）13）．本院では，はじめの2

点に対する解決法として，最近の3例においては術式

の工夫を行った．まず出血量は大動脈と肺動脈の吻合

の長さが関与すると考え，冠血流の確保には上行大動

脈を斜めに切断し主肺動脈の側壁と吻合し，体循環の

確保には主肺動脈と下行大動脈を8mm程度のグラフ

トで吻合する方法を採用し出血量を減少させることが

出来た．肺動脈血流量の調節は，ボタンで一定サイズ

まで主肺動脈遠位部を縫い込んだ後に，人工心肺の影

響が軽減してきた後に徐々に絞拒が行えるように

snareをおき，体外調節可能なものとした．

　本疾患に合併する大動脈縮窄は，通常みられる

preductal　typeとやや異なり，動脈管の対側に大動脈

壁の突出が存在し，動脈管の閉塞により初めて血行動

態的に狭窄をきたすタイプが多いとされる13）’－15）．従っ

て動脈管が大きく開存している状態では，いかなる検

査法を用いても大動脈縮窄の診断が困難なことが予想
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される．今回の19例中大動脈縮窄を合併した例はわず

か1例であり，上記の特徴に注意を払えぽ80％に合併

するとされる報告13）15）にくらべると極端に少なかっ

た．この症例の場合も，大動脈縮窄の合併は術前に検

索不十分であったために，やむなく術中に検索する予

定としたが，Norwood手術の術中には診断できず，術

後にLOSが持続し再手術前に膀動脈からの逆行性大

動脈造影によりはじめて診断し得たものであった．

　そこで同様の例が看過された可能性も考え，今回の

対象19例のうち剖検の非施行例5例をretrospective－

lyに検討した．その結果，　Norwood術の術中圧測定の

結果などから，本症の合併を疑わせる症例がさらに2

例認められ，大動脈縮窄の合併は意外に多いことも予

想される．心断層エコー検査およびドップラー心エ

コー 検査は，上行大動脈径の計測も含め，大動脈弁閉

鎖の解剖学的形態ならびに血行動態を正確に評価する

ことが可能であるが15），心カテーテル検査を行わずに

手術を行う場合は，以上の点を念頭において上行大動

脈から下行大動脈にいたるまでの情報を特に気を付け

て検索する必要があると思われる15）．最近Jonasらは

診断が困難である大動脈縮窄の合併に留意して，全例

に主肺動脈と大動脈弓の吻合を大きく動脈管を跨いで

行う術式を採用しており好結果を得ている13）．

　冠動脈血流を維持する目的で上行大動脈の再建術を

行うか否かについてはいまだ結論を得ていな
い5）”7）ユ2）13）16）17）．我々はASD作成術中に死亡し，剖検

にて大動脈弓と上行大動脈の接合部にpin・holeの狭

窄が証明された例を経験した（症例8）．この症例では，

上行大動脈も2．Ommと極めて細く，動脈管が開存した

状態でも十分な冠血流が維持されなかった可能性もあ

ると思われ，したがって，以後のNorwood術全例に対

して上行大動脈と肺動脈主幹部の吻合を行ってき

た5）7｝12）13）18）．これに対して，最近では上行大動脈を単冠

動脈と同様に考え放置する術式もみられる16）．また

Lloydらは大動脈弁閉鎖の剖検例51例における病理学

的検討の結果，左右冠動脈径はコントロール群と差が

なく，しかも本症に見られる心筋の壊死像も上行大動

脈径や冠動脈径とは無関係で，むしろ動脈管の狭窄に

伴う後天性のものであり，上行大動脈と肺動脈の吻合

は不必要であると報告している17｝．我々の経験した様

な例はむしろ例外的であり，手術の困難性および手術

侵襲の点を考慮すると，上行大動脈の再建術は一般的

には必要でない可能性も大きい．
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AClinical　study　in　191nfants　with　Aortic　Atresia．

　　　　　　　　　　　　Surgical　Considerations

Ken　Ueda，　Noriyuki　Tuchitani，　Akihiro　Saito，　Hiroyuki　Nakano，　Toshio　Mizuhara，

　　　　　　　　Ichirou　Shimada，　Mitsuru　Kitano，　Ishin　Kyoku，　Minoru　Aoshima

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Michio　Yokota

Departments　of　Pediatric　Cardiology　and　Cardiovascular　Surgery，　Shizuoka　Children’s　Hospital

　　　To　determine　the　most　appropriate　operative　method，　echocardiographic　findings　and　clinical

characteristics　were　discussed　in　19　infants　with　aortic　atresia．　These　included　15　males　and　4

females，　and　the　day　of　life　at　admission　was　from　O　to　231　with　a　median　of　2．　Of　these　19　infants，　7

died　without　undergoing　any　operations　including　1　death　on　arrival，　and　14　palliative　operations　were

performed　in　12　patients，　resulting　in　only　l　survival．

　　　Of　10　infants　who　were　transferred　to　our　hospital　within　3　days　of　life，　all　excluding　l　with

omphalocele　were　in　shock．　In　contrast，　all　9　infants　beyond　4　days　were　admitted　because　of

progressive　congestive　heart　failure　with　cyanosis．　The　diameter　of　ascending　aorta　measured　by

echocardiograpohy，　which　was　thought　to　reflect　the　coronary　arterial　blood　flow，　had　no　significant

correlation　with　the　value　of　pH　obtained　by　the　blood　gas　analysis．　The　administration　of

prostaglandin　EI　was　effective　for　all　6　with　shock　but　for　only　1　of　other　4　without　shock．　Therefore，

the　cause　of　shock　was　thought　to　be　the　abrupt　closure　of　patent　ductus　arteriosus　rather　than　the

insufficient　coronary　blood　flow．

　　　It　was　difficult　to　choose　the　most　suitable　procedure　among　the　several　palliative　surgical

methods　according　to　the　clinical　data　and　the　symptoms　of　indivisuals．　Therefore，　we　believe　that　the

Norwood’s　procedure　or　modified　one　is，　at　the　present　time，　the　most　effective　and　reliable　palliative

operation　for　aortic　atresia．
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