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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　Choussatらによるフォンタン手術の適応基準は必ずしも充分であるとは言い難い．このためフォンタ

ソ手術の肺血管床に関する適応を再検討することを目的に本研究を行った．当研究所でフォンタン手術

を施行した154例を対象に術前の平均肺動脈圧，肺血管抵抗，肺動脈断面積指数（PA　index），毛細管血

酸素分圧（PO2）及び肺動脈の離断一狭窄の有無を調査し，各々の因子と手術成績との関係を検討した．

生存群の平均肺動脈圧は15．3±4．8mmHg（n＝131），肺血管抵抗は1．7±0．8単位・m2（n＝120），　PA　index

は383±141（mm2／m2，　n＝118）．死亡群ではそれぞれ18．3±6．5mmHg（n＝15），2．8±1．4単位・m2（n＝

12），297±71（n＝9）でありいずれも両群間で差があったが，PO2は生存138例が42．5±6．1torr（5．49±

0．84kPa），死亡14例で42．8±9．9torr（5．52±1　．　28kPa）と差を認めなかった．

　平均肺動脈圧が20mmHgを越える19例では死亡が5例（26．3％）あり，20mmHg以下の127例中10例

（7．9％）の死亡に比べて手術成績は不良であった（p＜0．05）．肺血管抵抗が2単位・m2未満では81例中4

例（4．9％），2単位・m2以上3単位・m2未満でも36例中2例（5．5％）と手術死亡が少ないが3単位・m2以

上4単位・m2未満で10例中2例（20％），4単位・m2以上では5例のうち4例（80％）が手術死した（p＜

O．Ol）．　PA　indexが300以上，　PO2が35torr（4．52kPa）以上45torr（5．8kPa）未満，肺動脈の離断一狭

窄のない群は各々それ以外の群に比べて死亡率は低いものの統計学的な差はなかった．

　以上より，1）平均肺動脈圧，肺血管抵抗，PA　indexは手術成績を規定する因子である．2）平均肺動

脈圧20mmHg以上，肺血管抵抗3単位・m2以上はハイリスクである．3）肺血管抵抗4単位・m2以上は通

常のフォンタン手術は禁忌である．4）フォンタン手術を施行するにはPA　indexでは300以上，　PO2は35

torrから45torr，肺動脈の離断一狭窄のないことが望ましい．

　　　　　　　　　はじめに

　フォンタン型手術は現在単心室類似疾患に対する第

一選択の手術法である．臨床的には1968年にFontan

らが三尖弁閉鎖に試みたのが初めてである1）．1976年

にはYacoubらにより単心室に応用され2），1977年に

別刷請求先：（162）東京都新宿区河田町8－1

東京女子医科大学附属日本心臓血圧研究所循環器小児

科　　　　　　　　　　　　　　　　　朴　　仁三

はChoussatらが本手術の適応基準を発表してい

る3）．近年の外科治療の進歩はめざましく，本手術の適

応はその後もさらに拡大しつつある4）～7）．

　Choussatらの基準のうち肺血管床に関する項目は，

1）平均肺動脈圧15mmHg以下，2）肺血管抵抗4単

位・m2未満，3）肺動脈と大動脈の直径の比が0．75以

上，4）肺動脈の離断一狭窄がないことの4項目である

が，これら全てが必ずしも満足のいく基準とは思われ

ない．従って本研究では現状に即した新たな適応基準
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表1　症例および術式

TA SV Others Total

n＝55（6） n＝55（5） n＝44（4） n＝154（15）

RA－PA　GRAFT

RA－RV　GRAFT

RA－PA　DIRECT
Bj6rk

TCPC

3（0）

7（1）

28（3）

17（2）

　0

1（1）

　0

50（4）

1（0）

3（0）

　0

　0

37（3）

1（0）

6（1）

　4（1）

　7（1）

115（10）

19（2）

　9（1）

（　）内は手術死亡

TA：三尖弁閉鎖．　SV：単心室．

RA・PA　GRAFT：右房肺動脈間グラフト．生存した1例のみ弁付き，

RA－RV　GRAFT：右房右室間弁なしグラフト．

RA－PA　DIRECT：右房肺動脈直接吻合．

Bj6rk：Bj6rk法．　TCPC：心房内グラフト

を設けるために肺血管床に関する各因子を手術成績の

面から検討した．

　　　　　　　　対象および方法

　対象は1974年から1991年11月までの間にフォソタソ

型手術を施行した154例である（表1）．三尖弁閉鎖55

例，単心室55例，その他44例で各々の手術法は表1に

示した．手術時の年齢は3ヵ月から32歳，平均10．6歳，

男女比は男性89例に対して女性65例であった．死亡は

手術死亡15例（9．7％）で，死因は12例が心不全，2例

が腎不全，1例が原因不明の突然死であった．また，

Take　downした症例は1例で，術後心不全死したが，

この症例も手術死亡（心不全死）に含めた．遠隔期死

亡が4例（2．6％）あったが，今回の検討は諸因子の手

術そのものへの影響を調べることを目的としたのでこ

れらの4例は死亡例としては含まれていない．尚，本

研究においては手術死亡を手術入院期間中の死亡と定

義した．

　これらの症例に対して，術前の心臓カテーテル検査

によって得られた平均肺動脈圧，肺血管抵抗（肺小動

脈抵抗），肺動脈断面積指数（PA　index），外科的な治

療を要した肺動脈の離断一狭窄の有無と毛細管血酸素

分圧を調査し，その転帰との関係について検討した．

主肺動脈圧，左右の肺動脈圧が異なる場合には高い方

の値を用い，肺血管抵抗値もこの値を基に計算された

ものを用いた．PA　indexとは左右肺動脈の断面積の

和を体表面積で除した値で，正常では330±30（mm2／

m2）である8｝．また，　Glenn手術後の患者は平均肺動脈

圧，肺血管抵抗およびPA　indexに関する検討からは

除いた．尚，心臓カテーテル検査はフォンタン手術前

2日から27ヵ月の間に施行した．前処置として塩酸ぺ

チジン2mg／kg，ヒドロキシジン1mg／kgを筋注し，患

者の協力が得られないときはハローセンによる全身麻

酔下で行った．

　統計）データは平均値±標準偏差で示した．各因子

の生存群と死亡群間の比較には対応のないt検定を，

各因子毎の死亡率の検討にはカイニ乗検定を用いた，

危険率5％以下を有意差ありとした．

　　　　　　　　　　結　　果

　1）平均肺動脈圧

　平均肺動脈圧は直接肺動脈にカテーテルを挿入でき

た132例と，肺静脈喫入圧にて肺動脈圧の代用とした14

例の計146例で検討した（図1）．全体の平均肺動脈圧

は15．6±5．1mmHgであった．生存131例では6mmHg

から29mmHg，平均15．3±4．8mmHg，死亡15例では
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図　1　平均肺動脈圧と手術死亡
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7．5から35mmHg，平均18．3±6．5mmHgであり平均

肺動脈圧は死亡群で高値であった（p〈0．05），

　対象を術前の平均肺動脈圧によって3群に分類した

（表2）．平均肺動脈圧が15mmHg以下と20mmHg以

下の群では死亡が各々81例中6例（7．4％），46例中4

例（8．7％）であった．これに対し平均肺動脈圧が20

mmHgを越えていた群では死亡が19例中5例
（26．3％）であり20mmHg以下の2群に比べて手術死

亡が多かった（p〈0．05）．

　2）肺血管抵抗

　132例の術前の肺血管抵抗値を比較した．但し，この

うち39例では酸素消費量の実測値が得られていないた

めLaFargeらの値9）を代用した．

　132例の肺血管抵抗は平均1．8±0．9単位・m2であっ

た（図2）．生存120例の肺血管抵抗は0．3から4．0単位・

m2，平均1．7±0．8単位・m2，死亡した12例では0．6から

4．8単位・m2，平均2．8±1．4単位・m2で死亡群の肺血管

抵抗は有意に高値であった（p〈0．05）．

　対象を術前の肺血管抵抗によって4群に分類した

（表3）．肺血管抵抗が2単位・m2未満の群では81例の

うち4例（4．9％），2単位・m2以上3単位・M2未満の36

例では2例（5．5％）と手術死亡は少なかった．これに

対して，肺血管抵抗が3単位・m2以上4単位未満で10

例中2例（20％）が，4単位・m2以上では5例のうち4

例（80％）が死亡しており肺血管抵抗が高いほど手術

成績は不良であった（p＜O．Ol）．

　肺血管抵抗が高くないにも関わらず死亡した患者は

6例であった（表4）．そのうち3例は初期の症例で，

圧較差50mmHgの大動脈弁下狭窄を伴う症例も含ま

れている．また，近年の症例はいずれも肺静脈還流異

常，房室弁逆流，心室機能低下，腎機能障害等の問題

を有していた．

　3単位・m2以上の肺血管抵抗を有していたにも関わ

らず生存した症例は9例であった（表5）．これらの症

例のうち最も早期の手術が1984年であり，比較的最近

の症例が多かった．PA　indexは最低が299で他の8例

はいずれも300以上，平均肺動脈圧は最高が23mmHg

で20mmHgを越える症例は2例のみであった．肺動脈

表　2

m・PAp（mmHg）

　≦15
（n＝81）

15＜≦20
（n＝46）

　20＜
（n＝19）

　　　Alive

　　　　Dead

Mortality（％）

75

　6

7．4

42

　4

8．7

14

　5

26．3

（p〈0．05　×2＝6．150）

表　3

Rp（U・m2）

　　＜2

（n＝81）
2≦＜3
（n＝36）

3≦〈4
（n＝10）

　4≦
（n＝5）

　　　Alive

　　　　Dead

Mortality（％）

77

　4

4．9

34

　2

5．5

　8

　2

20．0

　1

　4

80．0

（p＜O．Ol　X2＝34．095）

Rp
t＝2．62P〈0．05

Alive

Dead

O 1

　　（n＝12，　2．8±1．4）

　2　　　　　　3　　　　　4　　　　　　5

　　　　　　　（N＝132，1．8±09）

図　2　肺血管抵抗と手術死亡

6
　u・m2
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表4　Nonsurvivors　without　high　Rp

Diagnosis age Rp m・PAp PAI Op　date Other　problems

SV（c），　PS 8 1．8 12 unknown 1980

TA（IIb） 12 0．9 22 unknown 1981 sub－AS（PGニ50mmHg），PO2．65

TA（IIb） 7 0．6 14 267 1983

TA（Ib） 7 2．1 17 339 1988 PAPVC，　Ccr：44

Asp，　ECD，　DORV，　PS 13 1．9 19 434 1989 Ccr：35，　AVVR（III），

RVEF：0．46

TA（IIc），　AA 1．9 2．1 22 253 1990 AR（II），　MR（II），

post　Norwood

Asp：Asplenia，　ECD：Endcardial　cushion　defect，　DORV：Double　outlet　right　ventricle，　AA：Aortic　atresia．　sub－AS：

subaortic　stenosis，　PAPVC：Partial　anomalous　pulmonary　venous　connection，　AVVR：Atrioventricular　valve　regur・

gitation．　Norwood：Norwood　operation．

Age：years　of　age，　Rp：U・m2，　m－PAp：mmHg，　PAI：mm2／m2，　PO2：torr，　Ccr：ml／min

表5　Survivors　with　high　Rp

Diagnosis Age Rp m－PAp PAI Op　date Other　problems

TA（Ib） 6 3．7 20 455 1984

TA（Ilb） 6 3．5 15 299 1985 MR（1）

SRV，　PS 4 3．8 18 532 1986

SRV，　PS 7 3．0 17 337 1986

PPA 5 3．0 15 340 1988 PO2：33

SRV，　PS 26 3．2 22 537 1990

Poly，　SRV，　PS 7 4．0 23 393 1990 　　Non・conf　PA，
（1・PAp＝12，　Rp＝0．9）＊

ACMGA，　hypo　RV 18 3．1 13 316 1990

DORV，　small　LV 8 3．0 16 327 1990 　　Non－conf　PA，
（r－PAp＝10，　Rp＝1．2）＊

SRV：Single　right　ventricle，　PPA：Pulmonary　atresia　with　intact　septum，　Poly：Polysplenia，　ACMGA：

Anatomically　corrected　malposition　of　great　arteries．

Non－conf　PA：Non・conf］uent　PA．

・）対側の平均肺動脈圧とそれを基に算出した肺血管抵抗

表6　Nonsurvivors　with　high　Rp

Diagnosis Age Rp m－PAp PAI Op　date Other　problems

SRV，　PS 4 3．4 15 unknown 1983 PO2：29，　s－cr：1．6

d・TGA（III） 23 4．8 19 284 1984

TA（Ic） 3 4．0 35 unknown 1986

SLV，　PS 10 4．4 22 257 1987
1－PA　stenosis，

　（1－PAp＝15，　Rp＝3．2）＊

Poly，　TGA，　PA 12 3．4 12 180 1990 Non－conf　PA，
　（1－PAp＝11，　Rp＝3．0）＊

HPLH 3m 4．0 24 407 1990 post　Norwood

HPLH：Hypoplastic　left　heart　syndrorne，　s－cr：serum　creatinine（mg／dl）

・）対側の平均肺動脈圧とそれを基に算出した肺血管抵抗

の離断をともなった2例はいずれも対側の肺動脈圧が

低く，従って左右肺全体としての肺血管抵抗値は今回

の検討に用いた値よりかなり低い可能性がある．さら

に，肺血管床以外のChoussatらの唱える危険因子は

1度の僧帽弁閉鎖不全を1例に認めただけであった．

　高肺血管抵抗例の死亡は6例で，このうち4例は肺
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PA　index

Alive

Dead

200 300　　　　　　400　　　　　500　　　　　　600

　　　　　　　　0N＝127，377±139）

　図　3　PAindexと手術死亡

血管抵抗が4単位以上であった（表6）．また，平均肺

動脈圧が20mmHgを越える症例が3例，　PA　indexが

300以下の症例が3例と肺血管抵抗以外の肺血管床に

関わる危険因子も多く認められた．肺血管床以外の危

険因子は3例に認められ，1例は腎機能障害，2例は

手術時の年齢が4歳未満と低年齢であった．肺動脈の

離断一狭窄を伴った2例では今回の検討に採用した側

の肺動脈圧と対側の肺動脈圧の差が小さく左右肺全体

の肺血管抵抗も高値であったものと思われた．

　3）PA　index

　左右肺動脈径のわかっている127例のPA　indexは

平均377±139であった（図3）．生存した118例のPA

indexは218から1，227，平均383±141，死亡した9例で

は180から407，平均297±71であり死亡群のPA　index

は生存群より小さかった（p＜0．01）．

　PA　indexが250未満の群では死亡が7例中1例
（14．3％），250以上300未満では28例中4例（14．3％）

といずれも全体の死亡率である9．7％を上回っていた

（表7）．PA　indexが300以上の群92例では死亡は4例

（4．3％）と少ないものの300未満の2群と差はなかっ

た．

　4）毛細管血酸素分圧

　術前に呼吸管理をしていた2例を除く152例の毛細

管血酸素分圧は平均42．5±6．5torr（5．49±0．84kPa）

であった（図4）．生存群138例の平均は42．5±6．1torr

（5．49±0．79kPa），死亡群14例の平均が42．8±9．9torr

（5．52±1．28kPa）と両群に差はなかった．

　対象を毛細血管酸素分圧が35torr（4．52kPa）未満，

表　7

PAI（mm2／m2）

〈250
（n＝7）

250≦＜300
（n＝28）

300≦
（n＝92）

　　　　Alive

　　　　Dead

Mortality（％）

　6

　1

14．3

24

　4

14．3

88

　4

4．3

live

ead

（NS　x2＝3。803）

PO2
t＝0．14

20　　　　　　　30　　　　　　　40　　　　　　　50　　　　　　　60　　　　　　70

　　　　　　　　　　（N＝152，42．5±6．5）　　mmHg

　　図　4　毛細管血酸素分圧と手術死亡

35torr以上45torr（5．81kPa）未満，45torr以上の3群

に分類して各々の死亡率を比較したが統計学的な差は

なかった（表8）．

　5）肺動脈の離断一狭窄
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表　8

PO、（mmHg）

　〈35
（n＝14）

35≦＜45
（n＝83）

45≦
（n＝55）

　　　　Alive

　　　　Dead

Mortality（％）

12

　2

14．3

77

　6

7．2

49

　6

10．9

（NS　X2＝1．011）

表　9

PA　distortion

　　（一）

（n＝135）

（＋）

（n＝13）
post　Glenn
　　（n＝6）

　　　　Alive

　　　　Dead

Mortality（％）

123

12

8．9

11

　2

15．4

　5

　1

16．6

（NS　X2＝1．681）

　外科治療を要する肺動脈の離断一狭窄は13例に認め

られた（表9）．このうち11例に肺動脈形成術を施行し，

2例では上大静脈を狭窄部の末梢側に吻合した．死亡

は2例（15．4％）で離断一狭窄のない群の12例（8．9％），

グレソ手術後の1例（16．6％）と比べて有意な差はな

かった．

　　　　　　　　　　考　　察

　フォンタン型手術は肺循環への駆動心室のないまま

に肺循環系と体循環系を分ける手術である．従って本

手術後，患児は高い中心静脈圧に曝されることになる，

中心静脈圧は肺血管床の抵抗と肺静脈還流心房圧に

よって決まるため，肺動脈の狭窄性病変がなく肺血管

抵抗が充分低いことと，体循環系心室機能が良く房室

弁の狭窄，逆流のないことが術後の中心静脈圧を低く

保つために必要である．本研究ではこれらのうち肺血

管床がいかに手術成績を規定するかについて検討し

た．

　当研究所では1974年よりフォンタン手術を導入して

いるが初期の症例に関しては肺血管床に関する充分な

検討がなされていない．このため肺動脈圧，肺血流量，

PA　index値の不明な症例も多く含まれている，また，

現在ではフォンタン手術前のカテーテル検査で肺動脈

圧及び酸素消費量を実測することが必須となっている

ものの，初期の症例では肺動脈圧を肺静脈模入圧で代

用したり酸素消費量を理論値より求めている場合もあ

る．これらの症例から得られたデータは必ずしも正確
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であるとは限らないが，全体からみれば小数例であり

誤ったデータであるとも言い切れないため対象に含め

た．対象のうち肺動脈の離断，狭窄を伴う症例の多く

は左右肺動脈圧が異なり，これらの症例においては正

確な肺血管抵抗値は不明である．フォンタソ型手術に

は術前の条件が大きく影響することから，より安全な

適応基準とするために，我々は肺動脈圧，肺血管抵抗

値のいずれも高い方の値を用いている．

　フォソタン手術の適応基準としては前述した

Choussatらの10の条件が有名であり広く用いられて

いるが，そのままでは現状にそぐわない面もある．従っ

て，近年本手術の適応や危険因子に関する検討が数多

くなされている．Mayerらはボストン小児病院の167

例の検討から肺血管抵抗及び肺動脈の離断一狭窄が手

術成績に最も影響を与える因子だと結論している1°）．

彼らは肺血管抵抗2単位・m2以上で手術死亡が多く，

特に平均肺動脈圧が15mmHgを越えた場合に予後不

良であるとしている．当施設においても肺血管抵抗が

最も重要な適応基準であると考えている．しかし，平

均肺動脈圧は肺血流量によって修飾されるため必ずし

も15mmHg以下である必要はなく4），今回のデータも

その考えを裏付けた．

　今回の検討で死亡群の平均肺動脈圧及び肺血管抵抗

は生存群に比べて高値であり，この2つの因子はフォ

ンタン手術の危険因子であることが再確認された．ま

た，手術死亡は平均肺動脈圧が20mmHgを越えた場合

に26％，肺血管抵抗が3単位・m2以上4単位・m2未満で

は20％，4単位・m2以上では80％であった．従って肺動

脈圧が20mmHgを越える場合，肺血管抵抗が3単位・

m2以上である場合はハイリスクであると考えられた．

但し，高肺血管抵抗例の生存群，死亡群の検討より，

肺血管抵抗が3単位・m2以上4単位・m2未満の場合に

はその他の条件が良ければ手術成績は必ずしも不良で

あるとは限らない．また，肺動脈の離断一狭窄を伴う

症例においては，一側の肺動脈圧から算出した肺血管

抵抗が高値であっても左右の肺動脈圧の差が大きけれ

ば肺全体としての血管抵抗は低い可能性がある．従っ

て，離断一狭窄を解除し得れば，一側の肺動脈圧から

算出した肺血管抵抗が4単位・m2を越えていても必ず

しも手術適応なしとは言えない．しかし，左右の肺全

体の肺血管抵抗が4単位・m2以上の症例は通常のフォ

ンタン手術は禁忌であると考えられた．

　肺動脈の径とフォンタン手術の成績については未だ

議論の多いところである．中田らはPA　index
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250（mm2／m2）以上の症例がフォンタン手術に適して

いると報告しており8），FontanらもMcGoon　ratioが

1．8以下では手術の危険が高くなると述べている’1），一

方，Girodらの検討ではPA　indexが250以上とそれ以

下で死亡率に差はなかった12）．また，BridgesらもPA

index単独では危険因子とはなり得ず，生存例のPA

indexは最低で48であったと述べている13）．但し，肺動

脈径測定の方法がGirodらは術中計測，　Bridgesらは

断層心エコー図によるものであり，方法論の異なる場

合造影と同様の値が得られないことは我々も経験して

いる14）．

　我々のPA　indexに関する検討では死亡群に比べて

生存群のPA　indexが大きく，左右肺動脈径の大小も

手術予後を左右するものと考えられた．また，統計学

的には差はなかったもののPA　indexが250未満，250

以上300未満の2群に比べ300以上の群で手術死亡は少

なかった．従って，適応決定の際にはPA　indexが300

以上あることが望ましいと思われる．また，PA　index

の下限としては生存例の最小が218，死亡例の最小が

180であることから，およそ200前後ではないかと考え

ている．

　毛細管血酸素分圧は肺血流を反映し，かつ簡単に測

定できるため手術成績との関係について検討してみた

が生存群，死亡群間で差はなかった．35torr（4．52

kPa），45torr（5．81kPa）を境界として3群に分類す

ると毛細管血酸素分圧が35から45torrの範囲にある

群が最も手術死亡が少なかったものの有意差はなかっ

た．毛細管血酸素分圧が35torr以下の症例が少ないこ

と，疾患によっては心房，心室レベルでのミキシング

が不良であるため，必ずしもこの指標が肺血流量を正

しく反映していないことなどがこの結果の原因になっ

ているかもしれない．

　前述したようにMayerらの報告では肺動脈の離断

一狭窄は危険因子の1つであり，34例の離断一狭窄合

併例のうち17例が死亡している．それとは逆にBart－

musらの検討では肺動脈の離断一狭窄はフォソタソ

手術の危険因子とはならなかった15｝．我々の検討でも

肺動脈の離断一狭窄を合併した13例のうち死亡が2例

（15．4％）と統計学的には非合併例と差は無かった．し

かし，手術時間の延長，術前の肺血管抵抗の評価が困

難になるなどの理由から肺動脈の離断一狭窄の合併は

特に適応限界症例において重大な意味を持ってくると

考えられる．

　以上をまとめると次の結論が得られる．1）平均肺動
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脈圧，肺血管抵抗，PA　indexはフォンタソ手術の予後

を規定する因子である，2）平均肺動脈圧が20mmHg

を越える症例はハイリスクである．3）肺血管抵抗が3

単位・m2以上はハイリスク，肺血管抵抗が4単位・m2以

上では通常のフォンタン手術は禁忌である．4）フォソ

タソ手術の対象としてはPA　indexは300mm2／m2以

上，毛細管血酸素分圧は35torr（4．5kPa）以上，45torr

（5．81kPa）未満，肺動脈の離断一狭窄が無いことが望

ましい．

　肺血管床に関わる諸因子はフォソタン手術の成績に

深く関わっているが，これらの条件が整っていても

フォソタソ手術で死亡する症例がいることも今回の検

討で明らかになった．従って，今後は肺血管床以外の

要因についても検討する必要があると思われる．
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Reevaluation　of　Indication　for　Fontan　Type　Operation　with　Regard　to　Pulmonary　Vascular　Bed

In－sam　Park1｝Makoto　Nakazawa1）Kazuo　MommaD　Kazuo　Sawatari2｝and　Yasuharu　Imai2）
　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

Department　of　Pediatric　Cardiologyi）　and　Pediatric　Cardiovascular　Surgery2），　Heart　Institute　of　Japan，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tokyo　Women’s　Medical　College

　　　The　classical　criteria　for　Fontan　type　operation　of　Choussat　are　no　longer　sufficient　since　surgical

technique　has　advanced．　Therefore，　we　attempted　to　re－evaluate　these　criteria　with　regard　to

pulmonary　vascular　bed．　We　reviewed　154　patients　undergone　Fontan　type　operation　in　relation　to

mean　pulmonary　artery　pressure，　pulmonary　vascular　resistance，　PA　index，　pulmonary　artery

distortion　and　PO2．　Mean　value　of　mean　pulmonary　artery　pressure　and　pulmonary　vascular

resistance　of　operative　survivors　were　15．3±4．8　mmHg　and　1．7±0．8　U・m2　in　survivors　respectively，

which　were　18．3±6．5　mmHg　and　2．8±1．4　U・m2　respectively　in　non・survivors（p〈O．05）．　Survivors

had　larger　PA　index　of　383±141（mm2／m2）than　297±710f　non－survivors（p＜0．01）．　There　was　no

significant　difference　with　regard　to　PO2　between　survivors　and　non－survivors（42．5±6．1　torr　and　42．8

±9，9torr，　respectively）．　Nineteen　patients　had　mean　pulmonary　artery　pressure　greater　than　20

mmHg　with　5　patients　died（26．3％），　and　100f　the　other　l27　patients（7．9％）who　had　mean　pulmonary

artery　pressure　less　than　20　mmHg，　died　operatively（p〈0．05）。　Four　of　81　patients（4．9％）and　two　of　36

patients（5．5％）who　had　pulmonary　vascular　resistance　less　than　2　U・m2　and　3　U・m2，　respectively，

died　operatively．　Whereas，　two　out　of　10　patients（20％）whose　pulmonary　vascular　resistance　were

between　3　to　4　U・m2，　died．　In　five　patients　who　had　pulmonary　vascular　resistance　greater　than　4

U・m2，4patients（80％），　died（p＜0．01）．　Patients　with　PA　index　larger　than　300，　PO2　ranged　from　35　to　45

torr　and　no　plmonary　artery　distortion，　had　less　mortality　rate　than　the　other　groups　with　no

statistical　difference．

　　　We　conclude　that：1）mean　pulmonary　artery　pressure，　pulmonary　vascular　resistance　or　PA　index

are　predictors　for　outcome　of　Fontan　type　operation．2）patients　with　mean　pulmonary　artery　pressure

greater　than　20　mmHg　and　pulmonary　vascular　resistance　greater　than　3　U・m2，　have　high　mortality

rate．　3）patients　with　high　pulmonary　vascular　resistance　greater　than　4　U・m2　are　contraindication　for

Fontan　type　operation．4）PA　index　more　than　300，　PO2　ranged　from　35　torr　to　45　torr，　absence　of　PA

distotion　could　improve　the　result　of　Fontan　type　operation．
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