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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　純型肺動脈閉鎖症に対しvalvotomyを施行した症例のなかには肺血流が不充分である症例がみられ

る．かかる症例にβ一blockerを投与し良好な経過が得られた．症例は手術時日齢1～3日の新生児例3

例で，いずれも右室流出路balloon閉塞法による経肺動脈直視下弁切開術を施行した．2例では術後

PGE1投与量の漸減によりPaO2の低下がみられ，　PGE1投与を中止することができなかったが，β一block・

er投与によりPaO2の上昇がみられ，体一肺短絡術の追加なしにPGE、投与を中止し得た．のこる1例で

はPGE，投与中止後，哺乳時のチアノーゼが高度で哺乳量が増加せず経管栄養を余儀なくされたが，β一

blocker投与により改善された．これら3例の経験から，本症においてvalvotomy後にPGE1投与を打ち

切れない症例やPGE1投与を中止できても哺乳困難が持続する症例などでは，β一blocker投与は一度試

みられるべき治療方法であると考えられた．

　　　　　　　　　緒　　言

　純型肺動脈閉鎖症は比較的稀な疾患であるがその自

然予後は極めて不良で1），新生児期早期にpros－

taglandin　E、（以下PGE1）投与などの内科的治療とと

もに外科的治療を要する場合が多い．我々は本症に対

する姑息手術として，肺動脈弁の切開が可能な症例

（intramyocardial　sinusoid－coronary　artery　commu－

nication合併例を除き）には右室流出路balloon閉塞

法による経肺動脈直視下弁切開術を第一選択としてき

た．また肺動脈弁切開術後はPGE1投与量を漸減し，中

止できない場合にはBlalock－Taussig手術を追加す

る方針をとってきた．この方針で手術を施行した症例

（10例，うち9例生存）のうち，術後の肺血流がやや不

充分と考えられた3例にβ一blockerを投与し，

Blalock－Taussig手術の追加なしに良好な経過が得ら
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れたので報告する．

　　　　　　　　　症　　例

　症例は男児1例女児2例の計3例で，いずれも生直

後よりチアノーゼが認められ，チアノーゼの増強，心

呼吸不全のため出生当日から生後2日の間に当院に搬

送された．症例3は入院時呼吸停止，徐脈の状態で挿

管下呼吸管理を要した．3例とも入院時あるいは入院

前よりPGE1が投与された．入院当日に緊急心臓カ

テーテル・心血管造影検査が行なわれ，症例1では

ASDが確認，症例2，3ではBASが施行された．心精

査当日～2日後の間に右室流出路balloon閉塞法によ

る経肺動脈直視下弁切開術が施行された．手術時日齢

は各々1，2，3日，手術時体重は3，190，2，718，2，880

gであった（表1）．

　心臓カテーテル・心血管造影検査所見

　3例ともに右室圧は高く，右室／左室収縮期圧比は

各々1．0，2．0，2．3であった．右室造影からSympson

法，Grahamの式2）にて求めた右室拡張末期容積（以下

RVEDV）は各々2．5，3．2，3．2mlで，　Nakazawaら3）
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表1　症例

手　術　時
手術方法

術後PGEl
投与期間
　（日）

躍㍑罐期（術後日数）

No． 症例（性）

日　齢 体重（9）

1 M．H．（F） 1 3190 経肺動脈直視下
弁切開術

25 12

2 S．N．（M） 2 2718 同　上 6 31

3 A．U．（F） 3 2880 同　上 15 13

表2　心臓カテーテル・心血管造影検査所見

症例
No．

RV／LV収縮期
　　　圧比

RVEDV
　　　　ml
（％ofN）

三尖弁輪径

　　　　rnm
（％ofN）

右室流出路径

　　　　mm

　　肺動脈径

　　　　　mm
（PA／AO内径比）

1 1．0
2．5

（33％）

　9．8
（84％）

4．2
8．5

（0．90）

2 2．0
3．2

（45％）

11．1

（99％）
4．2

8．1

（0．94）

3 2．3
3．2

（43％）

11．4

（99％）
3．7

9．0

（1．00）

表3　PaO2の推移

症例

No．

術　　　　　前 術　　　　　　　　　　　　　　　　　後

PGEI投与前
（room　alr～Fio250％）

PGE1投与後

（Fi誌一9。％）

β一blocker

　投与前
（Fio230～50％）

β・blocker

　投与後
（Fio230～50％）

　退院時

（room　air）

術後6ヵ月 術後1年 術後2年

1 33 43 31 37 39 44 54 47

2
一

57 38
一

43 47 47

3 30 42 27 39 39 42

（㎜Hg）

の正常値との比は各々・33，45，43％であった．三尖弁

輪径崎々9．8，11．1，11．4㎜で，Rowlattら4｝の正

常値の84，99，99％，岸本ら5）の正常値の78，90，90％

であった．右室造影側面像における拡張末期の右室流

出路径は各々4．2，4．2，3．7mmであった．左室造影像

による肺動脈本幹の径賂々8．5，8．1，9．0㎜で，上

行大動脈径との比は各々0．90，0．94，1．00であった（表

2）．

　　　　　　　　　　手術方法

　胸骨縦切開にて心臓を露出し，肺動脈弁輪直下より

右室sinus部に向けてballoon　catheterを挿入し，

inHateして右室流出路に引き戻してこれを閉塞した．

ついでPDAから左右の肺動脈への血流を障げず，な

おかつ出来るだけ遠位部に鉗子をかけて肺動脈本幹を

遮断した．肺動脈本幹に縦切開を加え，肺動脈弁を直

視下に接合線に沿ってメスにてできるだけ大きく切開

した．3例とも右室流出路パッチ拡大は施行しなかっ

た．

　　　　　　　　　　術後経過

　術後呼吸管理日数は各々7，9，2日であった．症例

2では急性腎不全のため7日間の腹膜潅流を要した．

術後PGE、投与量を漸減し，　PDA雑音減弱とともに，

全例PaO2の低下がみられ，特に症例1，3ではPaO2

が31，27mmHgとなりPGE、投与を中止することカミで

きなかった．そのため症例1では1mg／kg／dayのpro－

pranolol，症例3では0．2mg／kg／dayのcarteolol投

与を行なったところPaO2の上昇がみられ（表3），

各々術後25，15日目にPGE、を中止することが出来た．

症例2では術後6日目にPGE1を打ち切ることができ

たが哺乳時にチアノーゼが増強し，哺乳量が増加せず
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経管栄養を余儀なくされた．術後31日目より1mg／kg／

dayのpropranolol投与を開始したところ哺乳時のチ

アノーゼは軽減し，経口哺乳可能となった．症例2で

はpropranolol投与前より投与されていた強心剤及び

利尿剤を1ヵ月にわたり併用した．

　患児の体重増加が確認されて後，各々術後35，72，

28日目に退院した．その後外来において経過観察中で

あるが，全例経時的にチアノー一ゼの改善，PaO2上昇が

みられた．症例1は術後10ヵ月，症例2は術後7ヵ月，

症例3は術後8ヵ月目にpropranololあるいはcar－

teolol投与を打ち切ることができ，以後良好な経過が

得られている．

　　　　　　　　　考　　案

　純型肺動脈閉鎖症では動脈管からの肺血流の減少と

ともに著明な低酸素状態，心呼吸不全に陥るため，

PGEI投与などの内科的治療が必要となる．その後の

外科的処置にはvalvotomy単独あるいは体一肺短絡

術の併用が行なわれている6）7）．我々は右室の減圧のた

め弁切開術を第一選択とし，intramyocardial

sinusoid－coronary　artery　communication合併例を除

き弁切開可能な症例には右室流出路balloon閉塞法に

よる経肺動脈直視下弁切開術を行ってきた．この方法

により確実に，出来るだけ大きく弁切開を行うことが

可能であったが，右室低形成の高度な症例では充分な

肺血流が得られず，PGE、投与を中止することができ

なかった．かかる症例ではBlalock－Taussig手術の追

加を行う方針をとってきたが，今回報告した症例1，3

ではβ一blocker投与によりPaO2の上昇がみられ

PGE1を中止することができた．又，哺乳困難であった

症例2ではβ一blocker投与により症状の改善が得られ

た．さらにその後の経過より右心機能の経時的な改善

が示唆された．

　Valvotomy後は右室は正常にまで発育するとされ

てきたが8）9），中江ら1°）は，術前右室容積が正常の50％

以上の症例ではvalvotomy後の発育がみられたが，三

尖弁輪が小さく右室容積が正常の30％以下の症例では

右室の発育はみられなかったとしている．一方Patel

ら11）の報告では新生児期にvalvotomyを行なった症

例においては右室容積が正常の30％の症例でも三尖弁

輪径が正常であれば右室の発育がみられている．症例

1，2，3におけるRVEDVは正常の33～45％である

が，三尖弁輪径は正常値に近く，Patelらの報告によれ

ぽこれらの3例においては右室の発育が望めると考え

られた．またこれら3例の肺動脈径は大動脈径とほぼ
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等しく，直視下の弁切開により充分に開大された．し

かし，これらの3例の右室流出路は狭小であり，その

ために肺血流が不充分となっていると考えられた．文

献的には報告はみられないが，本症の右室流出路狭小

に右室流出路の筋性肥厚が何らかの関与をしているな

らぽβ一blockerによる症状改善の可能性があると考

え，本剤の投与を開始した．3例のいずれにおいても

常用量のβ・blocker投与で効果がみられ，心不全発現

等の問題となる副作用も全くみられなかった．この意

味から本症において肺動脈弁切開術後にPGE1投与を

打ち切れない症例やPGE1投与を中止出来ても哺乳困

難が持続する症例などでは，β一blocker投与は一度試

みられるべき治療方法であると考えられた．また本法

は我々の3例のように右室及び右室流出路は狭小であ

るが，肺動脈本幹及び三尖弁輪は正常に近く，十分な

弁切開が行えた症例に特に有効なのではないかと推測

された．

　　　　　　　　　結　　論

　純型肺動脈閉鎖症においては肺動脈弁切開術後も肺

血流が不充分である症例がみられる．かかる症例のう

ち3例にβ一blocker投与を行ない，体一肺短絡術の追

加なしに良好な経過を得ることができた．本症に対す

る肺動脈弁切開術後において右室流出路狭小により肺

血流が不充分となっていると考えられる場合には，β・

blocker投与は試みるべき有意義な治療方法と考えら

れた．又，我々の調べ得た限りでは本症に対するβ一

blocker投与の報告はみられず初の試みと思われた．
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　　　In　some　of　the　patients　with　pulmonary　atresia　and　intact　ventricular　septum，　inadequacy　of　the

pulmonary　flow　last　even　after　valvotomy．　On　30f　such　patients，　a　trial　ofβ一blocker　administration

was　proved　to　be　effective．

　　　They　underwent　valvotomy　through　pulmonary　arteriotomy　with　right　ventricular　outflow

occulusion　by　a　balloon　catheter　at　age　l　to　3　days．　Indications　forβ一blocker　administration　were

difficulty　to　wean　from　PGEi　by　hypoxia　in　2　patients　and　intolerance　of　bottle　feeding　following　stop

of　PGEI　in　l　patient．

　　　　Our　experience　in　these　3　patients　indicates　that　the　administration　ofβ一blocker　is　a　treatment

deserving　trial　in　the　managements　of　patients　with　pulmonary　atresia　and　intact　ventricular　septum

in　whom　pulmonary　flow　following　valvotomy　are　insufficient．
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