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完全大血管転換症1型の肺血管病変　動脈スイッチ手術前後の比較
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　完全大血管転換症1型47例の動脈スイッチ手術前後で，肺血管病変の変化を検討した．動脈スイッチ

手術後，肺動脈収縮期圧が30mmHg未満の症例は13例，30～50mmHgの症例は25例，50mmHg以上の

症例は9例であった．これらの症例のうち二期的動脈スイッチ手術を行った症例について検討すると，

Blalock・Taussig　shunt＋PA　banding（PAB＋BT）前は，2例を除いて肺血管抵抗は4単位未満であっ

た．二期的動脈スイッチ手術後，肺血管抵抗は有意に上昇しており動脈スイッチ手術待機中に肺血管閉

塞病変が進行することが示された．二期的動脈スイッチ手術待機中に最も早く肺血管抵抗が上昇した症

例は1ヵ月に0．9～1．7（平均1．2）単位上昇した．PDA合併症例は乳児期早期に肺高血圧症を合併し月

齢とともに肺血管抵抗は上昇した．1ヵ月で動脈スイッチ手術を行った症例は，術後の肺血管抵抗は正

常であった．二期的動脈スイッチ手術はPAB＋BT後，他の条件が許されるならぽできるだけ早く心内

修復術を行うのが好ましい．またPDA合併症例は1ヵ月以内に心内修復術を行うのが良い．

　　　　　　　　　はじめに

　近年，完全大血管転換症1型（TGA　I）の心内修復

術は心房内血流転換術から動脈スイッチ手術（Jatene

手術）へと変化し，その手術成績も安定している’）2）．

さらに最近では二期的動脈スイッチ手術から，新生児

期に一期的に動脈スイッチ手術が行われるようになっ

た3）．

　TGAで大きな心室中隔欠損を合併した症例，すな

わちTGA　II型においては，肺高血圧，肺血管閉塞病

変が乳児期早期に進行することが知られている．しか

しTGA　I型や小さな心室中隔欠損を合併する本症に

おいてもその自然経過中や心内修復後に予想外に肺血

管閉塞病変が進行している症例を経験することがあ

る．また最近では二期的動脈スイッチ手術待機中に，

肺高血圧，肺血管閉塞病変が進行する症例のあること

も報告されている4）．特に二期的動脈スイッチ手術で
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はBlalock・Taussig　shunt十pulmonary　arterial　ban－

ding（PAB＋BT）という新たな血行動態が追加される

ため，その自然歴は従来報告されているような肺血管

閉塞病変の自然歴とは異なる可能性がある．本研究で

は，TGA　I型のPAB＋BT，動脈スイッチ手術前後の

肺動脈収縮期圧，肺血管抵抗を検討し本症の肺血管病

変の経過や肺血管病変からみた手術時期について考察

した．

　　　　　　　　対象および方法

　本研究で対象とした症例は1982年1月から1988年6

月までに当科に入院し，心カテーテル検査と動脈ス

イッチ手術を受けたTGA　I型47例である．5例に右

室造影で一条の右室左室短絡を認める小さな心室中隔

欠損症を，5例に動脈管開存症（PDA）を合併してい

た．肺動脈狭窄および末梢肺動脈狭窄のある症例は含

まれていない．一期的動脈スイッチ手術はPDAを合

併する5例を含む8例に，二期的動脈スイッチ手術は

39例に行われた．手術時の年齢は42日から2歳であっ

た．手術前（二期的動脈スイッチ手術の場合はBT＋
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PAB前）の心カテーテル検査は1ヵ月から1歳3カ

月，手術後の心カテーテル検査は6ヵ月から2歳3カ

月（術後1ヵ月から13ヵ月，平均2．4ヵ月）に行われた．

術前のカテーテル検査は37例に行われ，術後は47例全

例に行われた．全例，肺動脈にカテーテルを進めるこ

とができ直接肺動脈圧を測定した．

　肺血管抵抗の計算はFick法にて求めた肺血流量を

用いWood単位U・m2で示した（肺血管抵抗Rp＝平

均肺動脈圧mmHg一平均肺静脈（左房）圧mmHg／肺

血流量1／min・m2）．その際使用した酸素消費量は解放

回路による実測値，または160ml／min・m2の返定値を

用いた．統計学的検討はt検定を用いた，

　　　　　　　　　　結　　果

　1．肺血管抵抗と肺動脈収縮期圧の関係

　PDAのない症例において肺動脈収縮期圧と肺血管

抵抗の関係をそれぞれPAB＋BT前と動脈スイッチ

手術後で検討してみると，それぞれr＝0．85，r＝0．97

の正の相関を示していた（図1）．

　2．手術前後の肺動脈収縮期圧，肺血管抵抗の検討

　動脈スイッチ手術後の肺動脈収縮期圧が30mmHg

未満の症例は13例であった（group　I）（PDA合併例1

例を含む）．これらの症例のうち二期的動脈スイッチ手

術を施行した症例について検討してみるとPAB＋

BT前の肺動脈収縮期圧は25．6±5．5mmHg，動脈ス

イッチ手術後は24．3±2．3mmHgで有意差はなかっ

た．肺血管抵抗を比較するとPAB＋BT前1．45±0．63
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図1（a，b）　肺血管抵抗と肺動脈収縮期圧の関係．　a：

　PAB＋BT前，　b：動脈スイッチ術後

日小循誌　6（3），1990

単位から2．53±1．1単位と有意の上昇を示していた

（p＜0．05）（図2）．動脈スイッチ手術後肺動脈収縮期

圧が30mmHgから50mmHgの症例が最も多く25例で

あった（PDA合併2例）（group　II）．二期的動脈スイッ

チ手術を施行した症例についてPAB＋BT前と動脈

スイッチ手術後の肺動脈収縮期圧，肺血管抵抗につい

て比較してみると，それぞれ27．1±10．5mmHgから

35．3±5．7mmHg，2．5±2．0単位から4．2±1．9単位へ

と有意の上昇を示していた（p＜0．01）（図3）．動脈ス

イッチ手術後，肺動脈収縮期圧が50mmHg以上を示し

た症例は9例（男児4，女児5）であった（PDA合併

例2例）（group　III）．これらの症例はPAB＋BT前の

心カテーテル検査が不完全なため肺動脈収縮期圧，肺

血管抵抗の変化については検討できなかった．以上の

三群の間で動脈スイッチの手術時期はそれぞれ，平均

12．0ヵ月，11．7ヵ月，11．8ヵ月と差はなかった．

　3．PAB＋BT前と動脈スイッチ手術後の肺血管抵

抗の時間的変化

　二期的動脈スイッチ手術を施行した症例について，

横軸に手術時の月齢，縦軸に肺血管抵抗をプロットし
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図2（a，b）　二期的動脈スイッチ手術前後の肺動脈収

　縮期圧（a）と肺血管抵抗（b）の変化，術後肺動脈

　収縮期圧が30mmHg未満の症例．
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図3（a，b）　二期的動脈スイッチ手術前後の肺動脈収

　縮期圧（a）と肺血管抵抗（b）の変化，術後肺動脈

　収縮期圧が30～50mmHgの症例．
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図4　PAB＋BT前と動脈スイッチ手術後の肺血管
　抵抗の経時的変化の比較．
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図6　PDA合併症例の動脈スイッチ手術前後におけ
　る肺血管抵抗の経時的変化．
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図5（a，b）　PDA合併症例における動脈スイッチ手

　術前後の肺動脈収縮期圧（a）と肺血管抵抗（b）の

　変化，

BT＋PABから動脈スイッチ手術までの肺血管抵抗

の変化を検討した．なお，この検討においては，PAB＋

BT前の心カテーテル検査とPAB＋BTの間隔が1

ヵ月以内の24症例についてのみ検討した．BT＋PAB

前の肺血管抵抗は2例を除き月齢に関係なく4単位以

下であった．肺血管抵抗の増加率は，最も早く進行し

た5例で，1ヵ月あたり0．9から1．7単位（平均1．2単位）

であった（図4）．

　4．PDA合併症例の検討

　PDA合併症例においては全て一期的動脈スイッチ

手術が行われ，肺動脈収縮期圧は動脈スイッチ手術前

67．2±13mmHgから術後43．2±16．2mmHgへと有意

に低下した（p＜0．05）．しかしながら肺血管抵抗は1

ヵ月時に手術した1例を除き明かな低下はなかった

（図5）．同じ症例の動脈スイッチ手術前後の月齢と肺

血管抵抗の変化について検討した．術前の肺血管抵抗

は月齢とともに上昇しており3ヵ月の症例においてす

でに5単位に達していた．1ヵ月時に動脈スイッチ手

術を施行した症例は術後カテーテル検査で肺血管抵抗

が最も下がっていた（図6）．

　　　　　　　　　　考　　案

　TGA　I型で，　PDAの合併しない症例においてもま

れに乳児期早期に肺血管閉塞病変が進行することは組

織学的検討および臨床的検討にて証明されてい
る5）一一12｝．今回我々の検討においても乳児期早期にすで

に肺血管抵抗が5単位を越える症例が2例認められ

た．またPDAを合併しない症例の術後肺高血圧症例

8例をながめてみると3例でPAB＋BT前の末梢皮

膚毛細血管酸素分圧が20mmHg台と高度の低酸素症

を呈し，再BAS施行例が3例，　Blalock　Hanlon手術

施行例が1例あり，乳児期の低酸素症は本症の肺血管

病変の進行に関与していることが示唆された．した

がって効果的なBASを行うことが患児の全身状態を

改善するのみでなく将来展望の上でも重要と思われ

る．これら乳児期早期に肺血管閉塞病変が進行する原

因に関しては，高度の低酸素症，側副血行路の発達，

筋性肺動脈の構造的な異常等があげられているが明ら

かでない7）ユ2）．

　本研究の目的は，二期的動脈スイッチ手術という血

行動態の変化，すなわちPAB＋BTを行い系統動脈

一肺動脈間短絡を作成することが本症にみられる肺血

管閉塞病変進展にどの様な影響を与えるかを検討する

ことである．その結果として二期的動脈スイッチ手術

待機中の数ヵ月間に明かに肺血管抵抗が増加すること

が判明し肺血管閉塞病変が進行することが示された．
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そして肺血管抵抗の増加の程度は，最も早く進行する

グループで最大1ヵ月で約1単位増加していた．従っ

て，二期的動脈スイッチ手術を行う場合，左室圧，左

室拡張末期容量，左室駆出率，左室後壁厚，予想左室

壁応力等の二期的動脈スイッチ手術の条件13）が満たさ

れるならぽPAB＋BT後できる限り早期に心内修復

術を行うことが肺血管閉塞病変の進行を防ぐ上で重要

と考えられた．二期的動脈スイッチ手術待機中に肺血

管抵抗が増加する原因は不明である．一つの可能性と

してPAB＋BT後の肺血流量の増加が考えられるが，

証明することは困難である．すなわち動脈スイッチ手

術前，心カテーテル検査は全例に施行してあるがFick

法にて肺血流量を求めることが不可能なためである．

つまり，PAB＋BT後は右肺動脈は主に左室から血液

が流れ，左肺動脈はBT　shuntから血液が流れるので

mixing　chamberが存在しないため肺動脈酸素飽和度

を規定できない．肺血流量の増加は動脈血酸素分圧に

反映されるのでPAB＋BT後の毛細血管酸素分圧を

肺高血圧症例と非肺高血圧症例の間で比較検討したが

有意差はなかった．従って肺血管抵抗の増大が単に肺

血流量によってのみ規定されているとは考えにくい．

また肺血管抵抗は血液の粘調度によっても変化しヘマ

トクリットが70％になると50％時の約2倍になること

が実験的に証明されているが1‘），今回検討した症例の

ヘマトクリット値は二期的動脈スイッチ手術後に40か

ら50％であり，また肺高血圧症例と非肺高血圧症例の

間でヘマトクリット値に有意差はなかった．

　TGA　I型の新生児期の大部分の症例では動脈管は

はじめ開存しているが，発くの場合にその後動脈管は

収縮し，肺血管抵抗も低下する15）．TGA　I型に太い

PDAが合併する場合，　TGA　II型と同様に乳児期早期

に肺血管閉塞病変が進行することが知られている．し

たがって心内修復術を施行する場合，どの時点までに

行えば肺血管病変の進行前に行いうるか，またはそれ

が可逆的であるかが重要なポイントである．今回の

我々の検討では太いPDA合併例の術前の肺動脈収縮

期圧は全例50mmHg以上であった．しかし術前の肺血

管抵抗を検討すると月齢とともに上昇しており月齢1

ヵ月の症例のみが2．8単位と低値で3ヵ月以上の症例

はすべて5単位以上であった．動脈スイッチ手術後全

症例において肺動脈収縮期圧は低下したが肺血管抵抗

が低下した症例は1ヵ月時に手術を施行した症例のみ

であった．これらのことよりTGA＋PDA症例は乳児

期できるだけ早期に心内修復術を済ますことが肺血管
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閉塞病変を予防する上で重要と思われた．

　　　　　　　　　　結　　語

　1．TGA　I型において，二期的動脈スイッチ手術待

機中に肺血管抵抗が上昇し肺血管閉塞病変が進行する

ことが示唆された．進行の程度は肺血管抵抗でみると

最大1ヵ月に0．9ないし1．7（平均1．2）単位であった．

　2．二期的動脈スイッチ手術を行う場合PAB＋BT

後その他の条件が満たされていれぽできるだけ早期に

心内修復術を行うのが好ましい．

　3．PDA合併症例は月齢とともに肺血管抵抗が上昇

しており3ヵ月で5単位に達し，術後も同様であった．

本症の心内修復術は1ヵ月以内が適当と思われた．
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Pulmonary　Vascular　Obstructive　Disease　in　Patients　with　Complete　Transosition　and

　　　　　　　Intact　Ventricular　Septum－Comparison　of　Preoperative　Pulmonary

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Vasculature　with　that　of　Post－Two－Staged

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Arterial　Switch　Operation一

Yuji　Nakajima，　Kazuo・Momma，　Atsuyoshi　Takao，　Yasuharu　Imai　and　Hiromi　Kurosawa

　　　　　　　　　　　　　The　Heart　lnstitute　of　Japan，　Tokyo　Women’s　Medical　College

　　　Sequential　cardiac　catheterizations　were　performed　on　47　patients　with　complete　transposition　of

the　great　arteries　and　intact　ventricular　septum（simple　TGA），5with　patent　ductus　arteriosus（PDA）

and　5　with　small　ventricular　septal　defect，　before　and　after　two－staged　arterial　switch　operation．　A

systolic　pulmonary　arterial　pressure　of　more　than　50　mmHg　after　arterial　switch　operation　was　found

in　9　patients（2　with　PDA＞，30～50　mmHg　in　25　patients（2　with　PDA）and　under　30　mmHg　in　13

patients（one　with　PDA）．　Pulmonary　vascular　resistance　in　patients　after　two－staged　arterial　switch

operation　significantly　increased　than　that　of　before　pulmonary　arterial　banding　and　Blalock－Taussig

sh皿t（PAB一トBT）．　The　rate　of　increase　in　pulmonary　vascular　resistance　in　those　five　patients　who

showed　the　most　progressive　pulmonary　vascular　obstruction　was　about　l　unit・m2　per　month．

Patients　with　TGA　and　PDA　developed　pulmonary　hypertension　at　an　early　infantile　age．　A　patient

underwent　arterial　switch　operation　at　one　month　old　showed　normal　vascular　resistance　after

operation．　We　conclude　that　two・staged　arterial　switch　operation　should　be　performed　as　early　as

possible　after　PAB十BT，　and　intracardiac　repair　should　be　done　within　the　first　month　in　patients

with　TGA　and　large　PDA　from　the　standpoint　of　prevention　of　pulmonary　vascular　obstructive

disease．
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