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Nonconfluent　pulmonary　arteryを伴う複雑心奇形に対する外科治療
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　Nonconfluent　pulmonary　arteryを伴う複雑心奇形48例に対し，1972年1月から1992年12月までに施

行した肺動脈形成術を含む外科治療について検討した．最終手術時年齢は，2ヵ月～31歳（平均11．3±

6．9歳）である．左右肺動脈の不連続の原因の多くは，動脈管接合部閉塞（38例）で，閉塞距離が長い（20

mm以上）群の診断時年齢は，平均16．9±9．0歳，短い（20mm未満）群の年齢は平均9．5±5．9歳（p＜

0．05）で，加齢とともに不連続距離が長くなる傾向があった．根治手術は36例に施行し，31例は延べ43

回の先行短絡手術が必要であった．根治術式の内訳は，Rastelli手術15例，右室流出路拡大術10例，

Fontan型手術7例，　double　switch手術2例，　VSD閉鎖術1例，肺動脈弁交連切開術1例である．他の

12例には姑息手術を施行した，肺動脈形成術は，不連続距離が短い症例にパッチ肺動脈形成術（31例），

不連続距離が長い症例に主に心膜ロールを用いた管状肺動脈形成術（14例）を施行した．病院死亡は7

例（14．6％）で，遠隔死亡はなかった．パッチ肺動脈形成術群（死亡率6．5％）の方が，管状肺動脈形成

術群（死亡率35．7％）に比べ手術成績が良好であった（p＝0．023）．Rastelli手術及び右室流出路拡大術

を施行した症例で，術前PA－indexが230以上の群では死亡はなく，230未満の群で死亡率が50％であった

（p＝0．015）．術直後収縮期右室左室圧比は平均0．547±0．156であった．肺動脈形成術施行時年齢と術後

肺動脈成長率との間に負の相関が認められた（r＝－0．504，p〈0．05）．肺動脈形成術は，早期に施行す

ることにより根治手術の可能性が高まり，手術成績が向上すると考えられた．

　　　　　　　　　　はじめに

　左右肺動脈に連続性がないNonconfluent　pulmo－

nary　artery（以下，　NCPAと略す）を伴う複雑心奇形

は，基本的には肺血流量が少ないチアノーゼ性心疾患

である．従って，肺動脈の発育が不良であることが多

く，低酸素血症の改善や肺動脈の発育を目的として，

根治手術を施行するまでに先行短絡手術を必要とする

ことが多い．特に，左右肺動脈の連続性を再建する肺

動脈形成術は，根治手術を施行する上で必須の手術で

あり，その施行時期や方法によって，患者の予後や術

後の肺動脈の発育を左右する点で，本疾患に対する重
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要な外科治療として位置づけることができる．ここで

は肺動脈形成術を中心に，NCPAを伴う複雑心奇形に

対する外科治療について検討した．

　　　　　　　　　対　　象

　対象は1972年1月から1992年12月までに，major

aortopulmonary　collateral　arteryを伴う症例を除い

た，NCPAを伴う複雑心奇形に，肺動脈形成術を含む

外科治療を施行した48例である．症例は男性25例，女

性23例で，最終手術施行時年齢は，2ヵ月～31歳（平

均11．3±6．9歳）である．

　基礎疾患は，ファロー四徴症（TF）19例，単心室

（UVH）6例（このうち右室性単心室5例），両大血管

右室起始症（DORV）5例，完全大血管転位症（d’TGA）

4例，房室錯位型両大血管右室起始症（1－DORV）3例，
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修正大血管転位症（1－TGA）2例，三尖弁閉鎖症（TA）

2例，心内膜床欠i損症（ECD）2例，心室中隔欠損症

（VSD）2例，その他総動脈幹症（PTA），純型肺動脈

閉鎖症（PPA），純型肺動脈狭窄症（PPS）が各1例で

ある．これら48例のうち肺動脈閉鎖を合併するものは

31例（64．6％）で，ファロー四徴症19例のll例，単心

室6例の5例，両大血管右室起始症5例の2例，完全

大血管転位症4例の全例，房室錯位型両大血管右室起

始症3例の全例，修正大血管転位症2例の1例，心内

膜床欠損症2例の全例，心室中隔欠損症2例の1例，

その他純型肺動脈閉鎖症の1例，総動脈幹症の1例に

肺動脈閉鎖を合併していた．肺動脈閉鎖を合併してい

ないものは17例（35．4％）であった．無脾症候群の合

併は5例，多脾症候群の合併は3例であった（Table
1）．

　NCPAを伴う複雑心奇形48例の左右肺動脈の不連

続部位あるいはその原因を示す（Table　2）（図1，2，

Table　l　Intracardiac　anomaly　with　nonconfluent

　pulmonary　arteries

Intracardiac　anomaly No． （Pulmonary　atresia）

TF 19 （11）

UVH 6 （5）

DORV 5 （2）

d－TGA 4 （4）

1－DORV 3 （3）

ECD 2 （2）

1－TGA 2 （1）

VSD 2 （1）

TA 2 （0）

PTA 1 （1）

PPA 1 （1）

PPS 1 （0）

48 （31）

Asplenic　syndrome 5

Polysplenic　syndrome 3

TF；tetralogy　of　Fallot

UVH；univentricular　heart

DORV；double－outlet　right　ventricle

d－TGA；complete　transposition　of　the　great　arteries

l－DORV；atrioventricular　discordant　type　DORV

ECD；endocardial　cushion　defect

l－TGA；corrected　transposition　of　the　great　arteries

VSD；ventricular　septal　defect

TA；tricuspid　atresia

PTA；persistent　truncus　arteriosus

PPA；pulmonary　atresia　with　intact　ventricular　septum

PPS；pulmonary　stenosis　with　intact　ventricular　septum

467－（77）

Table　2　The　cause　of　nonconfluent　pulmonary

　arteries

No．

Juxtaductal　nonconfluence

Bilateral　ductus　arteriosus

Waterston　shunt　anastomosis

LBT　shunt　anastomosis

Occlusion　at　pulmonary　angioplasty

Truncus　arteriosus

O
O

4
り
0
1
1
1

3

48
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図1　動脈管接合部におけるNonconfluent　pulmo－

　nary　arteryで，肺動脈閉鎖を合併する症例の中心

　肺動脈における閉塞パターソを示す．図の上段は閉

　塞部の距離が短い（20mm未満の）症例，図の下段

　は閉塞部の距離が長い（20mm以上の）症例を示す．

ノ
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）2（
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つ

）6｛
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　　　　　　　　　　　　　　　　（　）；No，　of　Patients

図2　動脈管接合部におけるNonconfiuent　pulmo－

　nary　arteryで，肺動脈閉鎖を合併しない症例の中

　心肺動脈における閉塞パターンを示す．図の左上で，

　動脈管が閉鎖し，心室からの血流が右肺動脈に流入

　している5例の中には，閉塞部が左肺動脈に伸展し，

　閉塞部の距離が長い（20mm以上の）症例が2例含

　まれている．

3）．動脈管接合部において中心肺動脈が閉塞していた

症例が38例，両側動脈管がそれぞれ左右肺動脈に流入

していた症例が4例，Waterston短絡手術後，短絡吻

合部の中枢側の肺動脈が閉塞し，短絡血流が右肺動脈
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図3　Nonconfluent　pulmonary　arteryの原因が動脈

管接合部閉塞以外の症例を示す，図の中上はWater・

　ston短絡手術後，吻合部と動脈管接合部の間で肺動

　脈閉塞が起きた症例である．図の右上は動脈管接合

　部の肺動脈狭窄に対して肺動脈形成術とcentral

　shuntを施行後，肺動脈形成部の内腔が内膜の過増

　殖により閉塞した症例である．

にのみ流入していた症例が3例，動脈管接合部の肺動

脈狭窄に対して肺動脈形成術を施行後，肺動脈形成部

の内腔が，新生内膜の過増殖により閉塞した症例が1

例，左Blalock－Taussig短絡手術後，短絡吻合部の末

梢側が閉塞し，短絡血流が反対側の右肺動脈にのみ流

日本小児循環器学会雑誌　第9巻　第3号

入していた症例が1例であった．その他，総動脈幹症

の1例では，右肺動脈が大動脈から直接血流を受け肺

高血圧で，左肺動脈は動脈管から血流を受け低形成で

あった．

　動脈管接合部で左右肺動脈が不連続となっていた38

例を，肺動脈閉鎖の有無，動脈管の接合側または流入

側，心室肺動脈間交通の方向によって分類した（図1，

2）．肺動脈閉鎖を合併する症例は22例（図1），肺動

脈閉鎖を合併しない症例は16例であった（図2）．肺動

脈閉鎖合併例で，動脈管が閉鎖していた症例は9例で

あった．動脈管からの血流が左肺動脈に流入している

症例は7例であった．また，動脈管からの血流が右肺

動脈に流入している症例は6例であった．一方，肺動

脈閉鎖を合併していない症例では，動脈管が閉鎖して

いた症例が7例であった．動脈管からの血流が左肺動

脈に流入している症例が6例，動脈管からの血流が右

肺動脈に流入している症例が3例であった．心室肺動

脈間交通については，心室から右肺動脈へ交通してい

る症例が13例，心室から左肺動脈へ交通している症例

が3例であった．心房，腹部内臓の位置関係では，Situs

solitus　41例，　Situs　inversus　3例，　Situs　ambiguus　4

例である．Situs　inversusの3例では，動脈管は全例右

13yo　Female d－TGA，　PA

Collateral→　RPA

LBT　　－一 LPA

　　　　　　　P「eoP・　　　　　　　　　　　　Post．　PAP（Tube），　RASTELLl

　　　　　PA－index　333

図4　13歳の女性で，診断は完全大血管転位症，肺動脈閉鎖である．2歳の時に左

　Blalock・Taussig短絡手術を施行した．11歳の時に，左右肺動脈が動脈管接合部で不

　連続となっているのが確認され，右肺動脈は，右肺静脈よりpulmonary　capillary

　wedge　angiographyで造影され，気管支動脈および側副血行路より血流を受けてい

　ると推測された．左肺動脈は左Blalock・Taussig　shuntより造影された，手術は，

　直径22mm長さ30mmのウマ心膜ロールで肺動脈形成術を施行し，同時にウマ心膜

　で自己作成した三弁付きの心外導管を用いて，Rastelli手術を施行した．術後経過は

　良好である．
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肺動脈に接合しており，Situs　ambiguus　4例では，3

例が両側動脈管を有していた．

　動脈管接合部におけるNCPA　38例のうち，左右肺

動脈が不連続となった時期と，Blalock－Taussig短絡

手術を施行した時期の前後関係が確認できた12例にお

いて，Blalock－Taussig短絡手術前にすでに左右肺動

脈が不連続となっていた症例は5例，Blalock－

Taussig短絡手術後に左右肺動脈が不連続となった症

例は7例であった．

　肺動脈形成術前の肺動脈造影所見及び術中所見で，

左右肺動脈の不連続部位の距離が長い（20mm以上の）

症例は6例で，その確認した時点の患者年齢は7歳

一一　30歳（平均16．9±9．0歳）であった．一方，左右肺動

脈の不連続部位が短い（20mm未満の）症例は32例で，

その確認した時点の患者の年齢は2歳9ヵ月～23歳

（9．5±5．9歳）であった．

　　　　　　　　　　方　　法

　NCPAを伴う複雑心奇形48例のうち，根治手術を施

行した症例は36例であった．術式の内訳は，Rastelli手

術15例（図4），右室流出路拡大術10例（図5），Fontan

型手術7例（図6，7），double　switch手術2例

（Senning＋Rastelli手術1例，　Mustard＋Rastelli手

術1例），心室中隔欠損閉鎖術1例，肺動脈弁交連切開

術1例であった（Table　3）．根治手術における体外循

環時間は，79～343分（平均166．6±53．8分）であった．

手術適応の決定に際しては，肺動脈の発育度はPA－

indexで判断している．PA－indexの正常値は，330±30

mm2／m2である1）．　Rastelli手術を施行した症例の術前

Table　3　Surgical　procedure　for　congenital　heart

　disease　with　nonconfluent　pulmonary　arteries

Surgical　procedure No． （Death）

（De丘nitive　procedure）

Raste11i 15 （2）

RVOTR 10 （1）

Fontan 7 （0）

Double－switch 2 （1）

VSD　closure 1 （0）

Pulmonary　valvotomy 1 （0）

（Palliative　procedure）

Central　shunt 4 （1）

Glenn 3 （0）

Palliative　RVOTR 2 （1）

B－Tshunt 2 （0）

Palliative　Rastelli 1 （1）

48 （7），14．6％

RVOTR；right　ventricular　outflow　tract　reconstruction，

Double－switch　2（1）；Mustard＆Rastelli　1（1）

　　　　　　　　Senning＆Rastelli　1（0）

VSD；ventricular　septal　defect，

B－T；Blalock－Taussig

8yo　Male Tetralogy　of　Fallot

PDA一レ　RPA

霞

鰻’

LBT　→　　LPA

Preop． Post．　PAP（Patch），　RVOTR

　　　　PA－index　184

図5　8歳の男性で，診断はファロー四徴症である．生後11ヵ月の時に左Blalock・

　Taussig短絡手術を施行した．6歳の時に，左右肺動脈が動脈管接合部で不連続と

　なっているのが確認され，右肺動脈は動脈管より，左肺動脈は左Blalock・Taussig

　shuntより造影された．8歳の時に，ウマ心膜パッチを用いて，　N　onconfiuentの部

　位を越えるところまで，大きく右室流出路拡大術を施行した．術後経過は良好であ

　る．
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8yo　Male DORV，　PA，　small　LV

PDA　－　　RPA

Collateral一レLPA

Preop．

PA－index　327

Post．　PAP（Patch），　FONTAN

図6　8歳の男性で，診断は両大血管右室起始症，肺動脈閉鎖である．8歳の時に，

左右肺動脈が動脈管接合部で不連続となっているのが確認された．右肺動脈は動脈

管より，左肺動脈は側副血行路より血流が保たれていた．LVEDVが54％of　Normal

と左心室が小さいため，8歳の時に自己心膜パッチを用いて肺動脈形成術施行し，

同時にFontan型手術を施行した．術後経過は良好である．

8yo　Female PPA

RBT－－RPA

PDA－－　LPA

PA－index　312

Preop．

＋

　・耀
　卿

Post．　PAP（Patch），　Total　cavopulmonary　connection

図7　8歳の女性で，診断は純型肺動脈閉鎖症である．生後10ヵ月の時にPTFE
　チューブ（φ5mm）を用いて，右Blalock・Taussig短絡手術を施行した．5歳の時

　に，左右肺動脈が動脈管接合部で不連続であることが確認された．8歳の時の肺動

　脈造影で，右肺動脈は右Blalock－Taussig　shuntより，左肺動脈は動脈管より造影

　された．8歳の時に自己心膜パッチによる肺動脈形成術を施行し，同時にtotal

　cavopulmonary　connectionを施行した，術後経過は良好である，
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PA－indexは，106～421（平均259±100），右室流出路

拡大術を施行した症例の術前PA－indexは，
184～519（平均292±110），Fontan型手術を施行した

症例の術前PA－indexは260～432（平均340±66），　dou・

ble　switch手術を施行した症例の術前PA－indexは

200，244であった．一方，姑息手術施行後根治手術を

待機中，または姑息手術に終わった症例は12例である．

術式の内訳は，central　shuntと肺動脈形成術を同時に

6yo　Female Asplenia，　SRV，　PA，　TAPVR

Bilateral　Ductus　Arteriosus

　　　　　　　preop．　　　　　　　　　　　Post．　PAP（Tube），　Central　shunt

　　　　　PA－index　294　　　　　　　　　　　　　　　　　PA－index　302

図8　6歳の女性で，診断は無脾症候群，右室性単心室，総肺静脈還流異常症，両側

　動脈管である．6歳の時にウマ心膜ロールによる肺動脈形成術と同時に，総肺静脈

　還流異常修復術，central　shuntを施行した．術後経過は良好で，現在Fontan型手

　術を待機中である．

（5）
’

（19） ● 3．6土4．3（yo）
’

（9）
〉 2．8±2．1（yo） 〉 6．8士2．8（yo）

’

〉 ●（3） 4．4±31（yo） 〉 14．1±68（yo） ， 21．4土6．9（yo）

8T±54（po）

10．　T±T．8（vo）

12．7±4．　4（yo）

23．　1±4．　T（vo）

　　　　　　　1st．　Stag6　　　　　　　　　2nd　Stag6　　　　　　　　　3rd．　Stage　　　　　　　　　　　　ICR

　　　　　　　3．4±3．6（yo）　　　　　　　　8．6±5．0（Yo）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11．9±7．3（yo）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　）：No　of　patients

図9　最終的に根治手術を施行した36例の段階的手術経過と各段階における手術時の

　平均年齢を示す．
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施行した症例4例（図8），Glenn手術3例，姑息的右

室流出路拡大術2例，姑息的Rastelli手術1例，

Blalock－Taussig短絡手術2例である（Table　3）．姑

息手術群全体の術前PA－indexは79～362（平均190±

89）であった．

　最終的に根治手術を施行した36例の外科治療の段階

的経過を示す（図9）．先行手術を施行せずに，直接根

治手術を施行した症例は5例（Rastelli手術2例，右室

流出路拡大術2例，Fontan型手術1例）で，他の31例

には延べ43回の先行短絡手術を施行した．1回の先行

手術の後に根治手術を施行した症例は19例（Rastelli

手術7例，右室流出路拡大術6例，Fontan型手術4

例，心室中隔欠損閉鎖術1例，肺動脈弁交連切開術1

例），2回の先行手術の後に根治手術を施行した症例は

9例（Rastelli手術5例，　Senning＋Rastelli手術1例，

右室流出路拡大術2例，Fontan型手術1例），3回の

先行手術の後に根治手術を施行した症例は3例（Ras・

telli手術1例，　Fontan型手術1例，　Mustard＋Rastel－

li手術1例）である．

　先行手術を施行した31例において，第1回目先行手

術時年齢は1日～17歳（平均3．4±3．6歳），第2回目先

行手術時年齢は2歳～21歳（平均8．6±5．0歳），第3回

目先行手術時年齢は13歳～26歳（平均21．4±6．9歳）で

あった．

　先行手術を施行しないで，直接根治手術を施行した

5例の根治手術時年齢は，1歳2ヵ月～15歳（平均

8．7±5．4歳），1回の先行手術を施行した19例の根治手

術時年齢は，11ヵ月～31歳（平均10．7±7．8歳），2回

の先行手術を施行した9例の根治手術時年齢は，5歳

～ 20歳（平均12．7±4．4歳），3回の先行手術を施行し

た3例の根治手術時年齢は，18歳～27歳（平均23．1±

4．7歳）であった．全体36例の根治手術時年齢は11ヵ月

～ 31歳（平均11．9±7．3歳）であった．

　Rastelli手術における心外導管は，1982年以前は

Hancockの弁付きグラフトを，1983年以降はグルター

ルアルデヒド処理ウマ心膜（以下，ウマ心膜と略す）

で自己作成した三弁付きのロールを使用している．ま

た，右室流出路拡大術では，心室部分をDacron　velour

で補強した一弁付きのウマ心膜パッチを使用してい

る．

　肺動脈形成術の方法を示す（図10），全体48例の肺動

脈形成術の施行時年齢は2ヵ月～31歳（平均10．7＋6．8

歳）である．左右肺動脈の不連続部位の距離が短い症

例に対しては，右室流出路拡大術を含め心膜パッチを
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図10　肺動脈形成術の方法を示す．図の左側で，左右

　肺動脈の不連続部位が比較的短い症例に対しては心

　膜パッチ用いてパッチ肺動脈形成術を施行した．図

　の中左で，左右肺動脈の不連続部位が比較的長い症

　例に対しては心膜ロールなどを用いて管状肺動脈形

　成術を施行した．図の中右で，初期のころの症例で，

　中枢側はHancockの弁付き人工血管（φ22mm），末

　梢側は2本のダクロン人工血管（φ16mm）で，大動

脈の前面を通すY字型の心外導管を用いてRastel－

　li手術を施行した．図の右側で，左肺動脈が拡大して

　いた症例に対して，自己肺動脈組織のみで端々吻合

　を施行した，

使用している．パッチ肺動脈形成術を施行した症例は

31例で，その施行時年齢は2ヵ月～26歳（平均10．5±

6．4歳）ある．心膜パッチの種類は，Ryggのブタ心膜

（以下，ブタ心膜と略す）が4例（1982年以前），ウマ

心膜が20例（1983年以降），自己心膜が7例（1990年10

月以降）である．左右肺動脈の不連続部位の距離が長

い症例に対しては，主に心膜ロールを使用している．

心膜ロールなどを用いる管状肺動脈形成術を施行した

症例は14例で，その施行時年齢は11ヵ月～31歳（平均

10．2±7．6歳）である．心膜ロールの種類はブタ心膜が

1例，ウマ心膜が9例，自己心膜が3例，PTFE　tube

（φ11mm）が1例である，その他，肺動脈形成術施行

初期のころの症例で，中枢側はHancockの弁付き人

工血管（φ22mm）で，末梢側は2本のDacron人工血

管（φ16mm）をそれぞれ左右肺動脈に吻合し，　Y字型

の心外導管を大動脈の前面を通して肺動脈形成術を施

行し，同時にRastelli手術を施行した症例が2例であ

る．また，動脈管接合部の肺動脈閉塞で，左肺動脈が

拡大していたため，自己左肺動脈組織のみで端々吻合

し，左右肺動脈の連続性を再建した症例が1例ある．

　肺動脈形成術では，根治手術と同時に施行する場合

と根治手術の前段階手術として施行する場合とがあ
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る．Blalock・Taussig短絡手術などの先行短絡手術に

よって肺動脈が十分に発育している症例や，短絡手術

を施行しなくても肺動脈が十分に発育している症例に

対しては，29例において根治手術と肺動脈形成術を同

時に施行した．肺動脈の発育が十分でない症例には，

7例において肺動脈の発育を目的として肺動脈形成術

とcentral　shuntを同時に施行し，肺動脈の発育を待っ

て，根治手術を施行した．

　肺動脈形成術と心内修復術を同時に施行する場合，

体外循環開始前に肺動脈を十分に剥離し，動脈管，

Blalock－Taussig短絡，　central　shuntなども剥離し

テーピングした後，試験的に肺動脈を遮断し，血行動

態の悪化や動脈血酸素飽和度の低下が認められなけれ

ぽ，体外循環開始前に肺動脈形成術を施行することが

できるが，肺動脈遮断が無理ならぽ体外循環下に肺動

脈形成術を施行している．

　肺動脈形成術と同時に心内修復術を施行した29例で

は，体外循環前に肺動脈形成術を施行した症例は8例

であった．肺動脈形成術を施行した全体48例では，体

外循環開始前に，あるいは使用しないで肺動脈形成術

を施行した症例が16例で，体外循環下に肺動脈形成術

を施行した症例が32例であった．

　統計的数値は最小値～最大値（平均値±標準誤差）

で示し，平均値の差の検定には，Wilcoxon’s　testを使

用し，p〈0．05を有意として判定した．独立性の検定に

は，Fisher’s　exact　testを使用し，　p＜0．05を有意とし

て判定した．

　　　　　　　　　　結　　果

　1．術後死亡

　NCPAを伴う複雑心奇形に対して，肺動脈形成術を

含む外科治療を施行した48例のうち，病院死亡は7例

（14．6％）であった．術後追跡期間は，6ヵ月～15年8

ヵ月（平均5．7±4、1年）で，遠隔死亡はなく，全体死

亡は7例（14．6％）であった．最終手術が根治手術の

症例36例では，全体死亡は4例（11．1％），最終手術が

姑息手術の症例12例では，全体死亡が3例（25％）で

あった．

　死亡した7例の内訳を示す．

　1）13歳の男性，完全大血管転位症，肺動脈閉鎖（術

前PA－index　108）の診断で，　Rastelli手術を施行した

が，術後5日目，突然上部消化管出血を起こし，出血

性ショックに陥った．

　2）7歳の男性，完全大血管転位症，肺動脈閉鎖（術

前PA－index　196）の診断でRastelli手術を施行した
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が，術後Hancockの弁付きグラフトによる左冠動脈

圧迫によってLOSに陥った．

　3）31歳の男性，ファロー四徴症，左単冠動脈（術前

PA－index　222）の診断で右室流出路拡大術を施行した

が，術後22日目，一般病棟で突然原因不明のショック

状態に陥った．

　4）24歳の女性，房室錯位型両大血管右室起始症

（SLL）（術前PA－index　244）の診断でdouble　switch

手術（Mustard手術＋Rasteili手術）を施行したが，

術後LOSに陥った．

　5）9歳の女性，ファロー四徴症，肺動脈閉鎖（術前

PA・index　79）の診断で肺動脈の発育を目的として姑

息的右室流出路拡大術を施行したが，術後低酸素血症，

LOSに陥った．

　6）6歳の男性，総動脈幹症の診断で，右肺動脈は大

動脈から起始し肺高血圧で，左肺動脈は動脈管から血

流を受け低形成であった（術前PA・index　244）．ウマ

心膜ロールによる肺動脈形成術，姑息的Rastelli手術

を同時に施行したが，術後左肺出血を起こした．

　7）12歳の男性，多脾症候群（SLL），共通心房，単

心室，肺動脈閉鎖（術前PA－index　246）に対して肺動

脈形成術とcentral　shuntを同時に施行したが，術後

LOSに陥った．

　疾患別の手術成績は，ファロー四徴症19例中2例

（10．5％），単心室6例中1例（16．7％），両大血管右室

起始症5例中死亡なし，完全大血管転位症4例中2例

（50％），房室錯位型両大血管右室起始症3例中1例

（33．3％），総動脈幹症1例中1例（100％）で，その他，

修正大血管転位症2例，三尖弁閉鎖症2例，心内膜床

欠損症2例，心室中隔欠損症2例，純型肺動脈閉鎖症

1例，純型肺動脈狭窄症1例には死亡例はなかった．

　肺動脈閉鎖を合併する群の手術成績は31例中6例

（19．4％），肺動脈閉鎖を合併していない群の手術成績

は17例中1例（5．9％）（NS）で，肺動脈閉鎖を合併す

る群において手術成績が不良となる傾向を認めたが，

有意差は認められなかった．動脈管接合部における

NCPAの症例で，左右肺動脈の不連続部の距離が長い

群の手術成績は6例中3例（50％），短い群の手術成績

は32例中1例（3．1％）で，両群間で手術成績に差が認

められた（p＝0．0089）（Table　4）．

　根治手術の術式別手術成績は，Rastelli手術15例中

2例（13．3％），右室流出路拡大術10例中1例（10％），

Fontan型手術7例には死亡例なし，　double　switch手

術2例中1例（50％），心室中隔欠損閉鎖術1例と肺動
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Table　4　Surgical　results　in　patients　with　juxtaductal

　nonconfluent　pulmonary　arteries

Length Alive Dead Tota1

≧20mm
〈20mm

　3

31 3
1

　6

32

p＝O．0089；Fisher’s　exact　test

Table　7　Surgical　results　in　patients　undergoing

Rastelli’s　procedure　or　RVOTR

PA－index Alive Dead Tota1

≧230

＜230

15

　3 0
3

15

　6

p＝0．015；Fisher’s　exact　test

Table　5　Surgical　results　in　patients　undergoing

　pulmonary　angioplasty　with　patch　or　tube

Alive Dead Tota1

Patch

Tube

29

　9 2
5

31

14

p＝0．0226；Fisher’s　exact　test

Table　6　Surgical　results　in　patients　with　juxtaductal

　nonconfiuent　pulmonary　arteries　undergoing　pulmo・

　nary　angioplasty　with　patch　or　tube

Alive Dead Total

Patch

Tube

28

　3 0
4

28

　7

p＝0．0007；Fisher’s　exact　test

脈弁交連切開術1例には死亡例はなかった．姑息手術

では，central　shunt　4例中1例（25％），　Glenn手術3

例には死亡例なし，姑息的右室流出路拡大術2例中1

例（50％），姑息的Rastelli手術1例中1例（100％），

Blalock－Taussig短絡手術2例には死亡例はなかった

（Table　3）．

　肺動脈形成術の方法別手術成績は，心臓パッチによ

るパッチ肺動脈形成術では31例中2例（6．5％），心膜

ロールなどによる管状肺動脈形成術14例中5例
（35．7％）で，パッチ肺動脈形成術群と管状肺動脈形成

術群との間に手術成績の差が認められた（p＝0．0226）

（表5）．Y字型人工血管による肺動脈形成術2例と，

左右肺動脈の端々吻合による肺動脈形成術1例には死

亡例はなかった．さらに動脈管接合部におけるNCPA

の症例に限って検討してみると，パッチ肺動脈形成術

群28例には死亡例はなく，管状肺動脈形成術群7例で

は4例死亡（57．1％）と，手術成績にさらに大きな差

が認められた（p＝0．0007）（Table　6）．

　生存群の根治手術施行時年齢は，11ヵ月～27歳（平

均11．1±6．5歳），死亡群では7～31歳（平均19，1＋10．5

歳）で（NS），死亡群の方が高齢の傾向があるものの

有意差は認められなかった．また，根治手術における

体外循環時間は，生存群では79～263分（平均161．6＋

44．2分），死亡群では121～343分（平均213、3±115．6分）

であった（NS）．

　Rastelli手術及び右室流出路拡大術を施行した症例

で，術前PA・indexが計測できた症例について，術前

PA－indexが230以上の群では死亡例はなく（0／15），術

前PA－indexが230未満の群では死亡率50％（3／6）で，

術前PA・indexが230未満の群で死亡率が高かった

（p＝0．0150）（Table　7）．　Rastelli手術及び右室流出路

拡大術を施行した症例で，生存群の術前PA－indexは

106～519（平均296±98），死亡群の術前PA－indexは

108～222（平均175±60）と生存群の術前PA－indexと

死亡群の術前PA－indexとの間に有意差（p＜0．05）が

認められた．Fontan型手術を施行した7例では死亡

例はなく，最小の術前PA・indexは260であった．

　Rastelli手術，または右室流出路拡大術を施行した

症例について，術直後手術室で測定した収縮期右室左

室圧比は，0．33～0．88（平均0．547±0．156）であった．

術前のPA・indexと術直後の収縮期右室左室圧比との

間には相関は認められなかった．

　動脈管接合部におけるNCPAの症例で，左右肺動

脈の不連続部の距離が長い群の術直後手術室で測定し

た収縮期右室左室圧比は，O．58～O．88（平均0．742±

0．109）で，不連続部の距離が短い群では，
0．38～0．71（平均0．506±0．102）と，不連続部の距離

が長い群の方が，術直後手術室で測定した収縮期右室

左室圧比が高かった（p＜0．01）．

　Fontan型手術を施行した7例では，術後18日～47

日（平均34．1±10．0日）に測定した右房圧は11～16

mmHg（平均13．3±2．OmmHg）であった．術前PA－

indexと術後右房圧との問には相関は認められなかっ

た．

　2．再手術及び術後合併症

　再手術は3例に施行した．3例の内訳を示す．

　1）9歳の男性でファロー四徴症，肺動脈閉鎖に対し
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てHancockの弁付き人工血管（φ20mm）を心外導管

としてRastelli手術を施行した．術後13年1ヵ月の時

に心外導管内腔狭窄に対して，ウマ心膜の三弁付き心

外導管（φ26mm）を用いて心外導管再置換術を施行し

た．

　2）6歳の女性で房室錯位型両大血管右室起始症，肺

動脈閉鎖に対してY字型人工血管による肺動脈形成

術と同時にRastelli手術を施行した．術後10年5ヵ月

の時にY字型人工血管の左脚の内腔狭窄に対して，ウ

マ心膜Pt一ル（φ25rnm）による管状肺動脈形成術と

Ionescu－Shiley　conduit（φ22mm）を用いて心外導管

再置換術を施行した．

　3）15歳の男性でファロー四徴症に対してDacron

velourとブタ心膜の二重パッチで心室中隔欠損パッ

チ閉鎖術とCooleyのDacron人工血管で右室流出路

拡大術を施行した．パッチ及びグラフト感染を併発し，

術後2ヵ月の時に心室中隔パッチ及び流出路パッチ交

換術を施行した．

　これら再手術を施行した3例は，いずれも術後経過

は良好である．

　術後合併症としては，肺動脈形成術後の内腔閉塞が

2例（4．2％）に認められた．1例は，ウマ心膜パッチ

による肺動脈形成術と同時にcentral　shuntを施行し

た症例で，術後3週の時の心臓カテーテル検査でcen－

tral　shuntは開存していたが，肺動脈形成部内腔が閉

塞していることが確認された．その2年1カ，月後dou・

ble　switch手術を施行した際，肺動脈形成部内腔が内

膜の過増殖により閉塞しているのが確認された．もう

1例は，ウマ心膜ロールによる肺動脈形成術と同時に

central　shuntを施行した症例で，術後1年7ヵ月時の

心臓カテーテル検査で，central　shuntは開存している

が，肺動脈形成部内腔が閉塞しているのが確認された．

その後Fontan型手術を施行した際，肺動脈形成部内

腔が古い血栓で閉塞しているのが確認された，

　肺動脈形成部内腔狭窄（肺動脈造影所見で狭窄率

50％以上）は，8例（16．7％）に認められた．狭窄部

位は，動脈管接合部に認められた症例が4例，肺動脈

末梢吻合部に認められた症例が4例であった．肺動脈

末梢吻合部狭窄4例のうち2例は経皮的血管形成術を

施行し，狭窄は解除された．

　短絡手術は41例に対し延べ63回（Blalock－Taussig

短絡手術45回，central　shunt　14回，　Waterston　shunt

4回）施行されており，そのうち短絡閉塞は6本（閉

塞率9．5％）であった．閉塞短絡の内訳はBlalock一
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Taussig短絡が3本（閉塞率6．7％），肺動脈形成術と同

時に施行したcentral　shuntが3本（閉塞率21．4％）で

あった．

　3．肺動脈の発育度

　肺動脈形成術後14日～46日（平均31．O±7．7日）で，

肺動脈造影を施行しPA－indexを算出した．肺動脈形

成術とRastelli手術または右室流出路拡大術を同時

に施行した群では，PA－indexは術前，106～333（平均

233±72）から術後，217～403（平均284±75）と増加

していた（p＜0．05）．しかし肺動脈形成術とFontan型

手術を同時に施行した群では，PA－indexは術前，

327～432（平均383±52）から術後，267～315（平均290±

23）に減少していた（p〈0．05）．肺動脈形成術とcen－

tral　shuntを同時に施行した群では，　PA－indexは術

前，79～294（平均184±66），術後，130～301（平均213±

62）（NS）で，有意な変化は認められなかった．

　肺動脈の成長率として，PA－index増加率＝（術後

PA－index／術前PA－index）×100（％）とした．肺動脈

形成術の時期と肺動脈の発育度との間には負の相関を

認め（r＝－0．504，p＜0．05），肺動脈形成術の時期が

早期であるほど術後の肺動脈の発育度は大きかった

（図11）．7歳未満で肺動脈形成術を施行した群では，

PA・index増加率が93．7～204．7％（平均155．5±

42．9％）であるのに対して，7歳以上で肺動脈形成術

PA
devetopment
　（％）

　250

200
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100

50

　　　　　　　　　10　　　　　　20　　　　　　30
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（y．o．）
　　　　　　　　　　　　　　Age　at　PAP

図ll　肺動脈形成術の施行時期（横軸）と肺動脈形成

　術後の肺動脈成長率（縦軸）には，負の相関が認め

　られ，肺動脈形成術の時期が，早期であるほど術後

　の肺動脈成長率が大きいことを示している．
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を施行した群では，PA－index増加率は61．8～131．0％

（平均101．9±22．8％）で，7歳未満で肺動脈形成術を

施行した群において肺動脈の発育度は大きかった
（p〈0．05）．

　肺動脈形成術と同時にRastelli手術または右室流

出路拡大術を施行した群の術後のPA－index増加率

は，93．7～204．7％（平均127．6±34．4％），central　shunt

を施行した群の術後のPA－index増加率は
92．5～224．6％（平均120．7±33．1％）で（NS），術後

の肺動脈の発育に関して，両群間に差は認められな

かった．

　4．Nonconfluent　pulmonary　arteryの肺動脈径の

左右差

　肺動脈径の左右差の指標として，左右肺動脈それぞ

れのPA・indexを算出し，大きい方のPA－indexを分

子，小さい方のPA－indexを分母として，その比を肺動

脈径の左右差の程度とした．

　（肺動脈径の左右差の程度＝右側PA－index／左側

　　PA－index，または左側PA－index／右側PA－

　　index）

　肺動脈形成術前の肺動脈径の左右差の程度は，全体

で1－一　19．71（平均3．21±3．63）であった．生存群では

1．00～19．71（平均3．31±3．94）で，死亡群では

1．10～5．60（平均2．70±1．55）で（NS），生存群と死

亡群との差は認められなかった．

　肺動脈形成術前後の肺動脈径の左右差の程度は，術

前1～19．71（平均3．74±4。48），術後1～11．76（平均

3．02±3．00）で（NS），肺動脈形成術によって左右差

はやや小さくなる傾向があったが有意差は認められな

かった．しかし，肺動脈形成術前の左右差と術後の左

右差には正の相関を認め（r＝0．742，p＜0．Ol），肺動

脈形成術後の肺動脈径の左右差e＃　，術前の左右差の影

響を受けることが示唆された，

　Rastelli手術，右室流出路拡大術を施行した群で，術

前の肺動脈径の左右差の程度と術直後手術室で測定し

た収縮期右室左室圧比との間には相関は認められな

かった．また，Fontan型手術を施行した群において

も，術前の肺動脈径の左右差の程度と術後右房圧との

間には相関は認められなかった．また，肺動脈形成術

前の肺動脈径の左右差の程度と肺動脈形成術による肺

動脈の発育度（PA－index増加率）との間にも相関は認

められなかった．

　　　　　　　　　　考　　察

　今回検討したNCPA　48例では，　MAPCA症例を除

日本小児循環器学会雑誌　第9巻　第3号

外したので肺内肺動脈におけるArborization　abnor・

malityは認めず，38例（79．2％）が動脈管接合部にお

ける肺動脈の内腔閉塞性のNCPAであった．この発

生機序は，動脈管接合部で動脈管組織が肺動脈壁内に

迷入しているとき，肺動脈内腔ではRidgeが形成さ

れ，軽度の狭窄を有している2｝．肺動脈が発育していく

過程で，動脈管組織は成長しないため，正常肺動脈組

織との発育の差より，肺動脈は動脈管接合部でくびれ

が生じ，徐々に肺動脈内腔の狭窄程度が増大してく

る2）．この狭窄はjuxtaductal　pulmonary　coarctation

とも呼ばれ3），肺動脈閉鎖を合併する複雑心奇形の

60％以上に，また肺動脈狭窄を合併する複雑心奇形の

10％に出現すると報告されている3）．さらに，肺血流量

の低下や欠如は肺動脈内腔の閉鎖を助長し4），動脈管

接合部における肺動脈狭窄は，最終的に内腔が完全に

閉塞して，左右肺動脈の連続性が失われることになる．

　左右中心肺動脈の閉塞部の距離が（20mm以上の）

長い群では，その確認時の年齢は平均16．2歳で，閉塞

部の距離iの（20mm未満の）短い群の確認時年齢は平

均9．2歳と有意差（p＜0．05）を認め，動脈管接合部に

おけるNCPAでは，加齢とともに，内腔閉塞が進行し

左右中心肺動脈の閉塞部の距離が徐々に長くなると考

えられる．

　NCPAの発生頻度は，肺動脈閉鎖を合併するファ

ロー四徴症では，5％（3／62）7），肺動脈閉鎖を合併す

る複雑心奇形では，5％（2／40）8），肺動脈閉鎖を合併

する心室中隔欠損症では，19％（34／178）9），11％（11／

103）1°）と報告されている．これらの報告ではMAPCA

症例も含んでいるので，動脈管接合部におけるNCPA

の発生頻度はもう少し低いと思われる，

　両側動脈管は，今回の検討でNCPAの原因として

動脈管接合部閉塞に次いで多かったが，両側動脈管の

発生頻度は，14，700例の一連の診断的心臓カテーテル

検査で27例（0．18％）に発見され，そのうちNCPAは

15例（0．10％）であったという報告がある11）．

　Waterston短絡手術後のファロー四徴症に対する

心内修復術の際，短絡吻合部の肺動脈の狭窄や閉塞を

解除することが困難であるため，Waterston短絡手術

を施行していない症例に比べて，手術成績が不良であ

るという報告がある12）．今回の検討で，短絡手術後の

NCPAの原因はWaterston短絡手術3例，　Blalock・

Taussig短絡手術1例であり，　Waterston短絡手術

後，吻合部の肺動脈の変形狭窄や肺動脈閉塞が起こる

場合が，Blalock－Taussig短絡手術後に比べ多いとい
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う印象を持った．

　手術成績では，肺動脈閉鎖を合併している群（死亡

率19．4％）と肺動脈閉鎖を合併していない群（死亡率

5．9％）では，肺動脈閉鎖を合併している群の方が，死

亡率が高い傾向があったが有意差はなく，肺動脈閉鎖

の有無による手術成績の差は認められなかった，しか

し，動脈管接合部におけるNCPAの症例では，左右肺

動脈の不連続部の距離iが（20mm未満の）短い群で死

亡例がないのに対し，不連続部の距離が（20mm以上）

の長い群では死亡率44．4％で有意差を認め，また術直

後手術室で測定した収縮期右室左室圧比においても，

左右肺動脈の不連続部の距離が長い群（平均0．742）の

方が，短い群（平均0．506）よりも有意に大きく，両群

間の手術成績に有意差を認めた，一方，パッチ肺動脈

形成術を施行した外科治療群（死亡率6．5％）と管状肺

動脈形成術を施行した外科治療群（死亡率35．7％）で

手術成績に有意差が認められた．特に動脈管接合部に

おけるNCPAの症例では，パッチ肺動脈形成術を施

行した外科治療群では28例中死亡例がないのに対し

て，心膜ロールによる管状肺動脈形成術を施行した外

科治療群では7例中4例死亡し（死亡率57．1％），手術

成績に大きな差が認められた．我々は肺動脈形成術の

際，パッチ形成術を第一選択としているが，これらの

結果から，心膜ロールなどによる管状肺動脈形成術し

か選択できないような，左右肺動脈間の不連続部の距

離が長い症例において，手術成績が不良であると言え

る，従って，手術成績の向上のためには，動脈管接合

部における肺動脈狭窄やNCPAの症例では，加齢と

ともに左右肺動脈の不連続部の距離が長くなる可能性

があるので，積極的に幼少期のうちに，パッチで左右

肺動脈の連続性を再建する必要があると考えられる．

　一般に，肺動脈閉鎖を合併しない群では，肺血流量

が保たれている可能性が高く，左右肺動脈の不連続部

の距離が短い例が多いことが予想されるが，今回の検

討では，動脈管接合部におけるNCPAの症例で，肺動

脈閉鎖合併群22例のうち距離が長い例は4例，短い例

は18例であり，肺動脈閉鎖非合併群16例のうち距離が

長い例は2例，短い例は14例で，両群間に有意差は認

められず，肺動脈閉鎖を合併しない群に，左右肺動脈

の不連続部の距離が短い例が多い傾向は認められな

かった，

　最近ではNCPAを伴う複雑心奇形において，

Fontan型手術しか選択できないような症例に対して

も，積極的にFontan型手術を施行しており，厳密な適
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応決定の際には，PA－index以外に肺血管抵抗も把握

しておきたい．しかし，NCPAを伴う複雑心奇形では，

肺血流量を測定できないことも多く，正確な肺血管抵

抗を測定することが困難である．将来的に，このよう

な症例に対しても，正確な肺血管抵抗が測定できれば，

より正確な手術適応が判断できると思われる．

　Rastelli手術及び右室流出路拡大術を施行した症例

において，術前PA－indexは，生存群（平均296）と，

死亡群（平均175）との間に有意差を認めた．また術前

PA－index　230以上の群では死亡率0％（0／15），術前

PA－index　230未満の群では死亡率50％（3／6）と，術前

PA－index　230を境界にして手術成績に有意差を認め

た．根治手術前の肺動脈の発育度は手術成績に影響を

及ぼすと考えられ，NCPAを伴う症例では，　Rastelli

手術及び右室流出路拡大術に際して，術前PA－index

は230以上であることが好ましいと思われる．Fontan

型手術7例は全例救命でき，最小の術前PA－indexは

260であった．Fontan型手術では，集中治療室滞在日

数も比較的長く，術後管理も難渋することも多いが，

術後死亡はなく良好な結果を得ている．

　しかし，右肺動脈が肺高血圧で左肺動脈が低形成で

あるような，肺血管抵抗の左右差が著明な症例では，

左右肺動脈の連続性を再建することにより，未発達で

肺血管抵抗が低い片側の肺動脈にだけ血流が過大とな

り，肺出血を併発し死亡することもある．つまり，肺

血管抵抗の左右差が大きい場合は，肺動脈形成術と根

治手術を，一期的に早期に施行するのは危険であると

考えられる．従って，このような症例には，肺高血圧

側の肺動脈には肺動脈絞拒術を施行し，低形成側の肺

動脈には短絡手術を施行し，末梢肺動脈が均等に発育

した後に肺動脈形成術を施行し，最終的に根治手術を

施行する方が良いと思われる．

　肺動脈形成術の施行時期と術後の肺動脈成長率との

間には負の相関が認められ，早い時期に肺動脈形成術

を施行した方が術後の肺動脈の発育が良好であった．

特に肺動脈形成術の時期が7歳を越えると，肺動脈形

成術を施行しても肺動脈はほとんど発育していなかっ

た．Barbero－MarcialらはBlalock・Taussig短絡手術

が必要な2歳以下の症例で，肺動脈に狭窄やNCPA

がある場合では，短絡手術と同時に肺動脈形成術も施

行すべきであるとしている13）．中江らも可能な限り早

期に左右の交通性を再建して根治性を高める必要があ

るとしており14），患者の予後だけでなく，術後の肺動脈

の成長のためにも，可及的に低年齢で肺動脈形成術を
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施行する必要があると考えられる．一般に，チアノー

ゼ性心疾患では，心機能は加齢とともに悪化する傾向

があり15），根治手術も早期に施行した方が良好な結果

が得られるものと思われる．Rabinovitchらと手塚ら

は，肺動脈閉鎖を合併するファP一四徴症では，短絡

手術による肺動脈の発育効果は小さいと報告してい

る16）17）．今回の検討で，肺動脈形成術と同時にcentral

shuntを施行した場合と，　Rastelli手術または右室流

出路拡大術を施行した場合とで，術後の肺動脈の発育

に関して差は認められなかったが，肺動脈閉鎖を合併

する症例では，可能な限り根治手術を選択した方が，

肺動脈の発育に関して有利ではないかと思われた．

　肺動脈形成術後の合併症として，肺動脈形成術の内

腔閉塞が2例（4．2％）に認められたが，いずれも肺動

脈形成術の際ウマ心膜を使用しており，肺動脈形成部

内腔に過剰な内膜増殖や血栓が発生し，内腔が閉塞し

ていた．また，異種心膜は感染の危険もあることから，

我々は，1990年10月以降は肺動脈形成術の際，自己心

膜を使用するようにしている．肺動脈形成部の内腔狭

窄は8例（16．7％）に認められた．特に動脈管接合部

では，軽度のも含めれば肺動脈形成後の狭窄が起こり

やすいので，パッチ形成の場合は，十分に大きく肺動

脈形成術を施行すべきである．

　正常左右肺動脈径は岸本らによれぽ，体表面積が1

m2のとき右肺動脈の直径が17．1mm，左肺動脈の直径

が14．3mmであり18），正常の肺動脈径の左右差の程度

は，体表面積にはほとんど左右されず，正常値は1．43

と算出された．今回の検討で，NCPAを伴う症例では，

肺動脈の左右差の程度は平均3．21で，正常肺動脈に比

べて肺動脈径の左右差は大きい傾向があると思われ

る．

　肺動脈形成術前の肺動脈径の左右差の程度は，生存

群と死亡群とでは差が認められず，またRastelli手

術，右室流出路拡大術の術直後の収縮期右室左室圧比

やFontan型手術の術後右房圧とも相関は認められな

かった．従って，肺動脈径の左右差は肺血管抵抗の左

右差とは異なり，手術成績には影響を及ぼさないと考

えられた．一方，肺動脈形成術前の肺動脈径の左右差

の程度と，術後の肺動脈発育度との間には相関は認め

られず，肺動脈径の左右差は，術後の肺動脈の発育に

ついても影響を与えないと考えられた．

　　　　　　　　　　結　　論

　1）動脈管接合部におけるNonconfluent　pulmo・

nary　arteryを伴う症例では，左右中心肺動脈の不連続
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距離は，加齢とともに長くなる傾向が認められた．

　2）肺動脈形成術の施行時期は，低年齢ほど，術後の

肺動脈の発育度が大きかった．

　3）パッチ肺動脈形成術を伴う手術成績は，心膜ロー

ルなどによる管状肺動脈形成術を伴う手術成績に比べ

良好であった．

　4）特に動脈管接合部におけるNonconfluent　pul－

monary　arteryを伴う症例では，肺動脈形成術は，左

右中心肺動脈の不連続部の距離が短い幼少期のうちに

施行することにより，根治手術の可能性が高まり，手

術成績が向上すると考えられた．

　稿を終えるにあたり，御指導御校閲を賜りました今井康

晴教授に深謝致しますと共に，御協力を頂いた東京女子医

科大学日本心臓血圧研究所の諸先生方に深甚なる感謝の意

を表します．

　なお，本論文の一部は第29回日本小児循環器学会総会，第

46回日本胸部外科学会総会で発表した．
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Surgical　Procedure　for　Congenital　Heart　Disease　with　Nonconfluent　Pulmonary　Arteries

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Shuji　Hara

Department　of　Pediatric　Cardiovascular　Surgery，　The　Heart　Institute　of　Japan，

　　　　　　　　　　　Tokyo　Women’s　Medical　College，　Tokyo，Japan

　　　　　　　　　　　　　　（Director：Prof．　Yasuharu　Imai，　M．D．）

　　　From　January　1972　through　December　1992，48　patients　with　congenital　heart　disease　with

nonconfluent　pulmonary　arteries　underwent　definitive　or　palliative　surgical　repair　with　pulmonary

angioplasty．　The　ages　at　the　final　surgical　repair　ranged　from　2　months　to　31years（mean±standard

error；11．3±6．9　years）．　In　38　patients，　the　nonconfluence　of　pulmonary　arteries　was　caused　by

obstruction　of　the　central　pulmonary　artery　at　the　conjunction　of　the　ductus　arteriosus．　Mean　age　of

patients　with　an　obstruction　of　more　than　20　mm　in　length　was　16．9±9．O　years．　The　mean　age　of

patients　with　an　obstruction　of　less　than　20　mm　in　length　was　9．5±5．9　years．　Patients　with　the　longer

obstruction　were　older　than　patients　with　the　short　obstruction（p＜0．05）．　It　is　possible　that　the

obstruction　of　the　central　pulmonary　artery　had　been　growing　longer　with　advancing　age．　We　have

performed　definitive　surgical　repair　in　36　patients，　including　Rastelli’s　procedure　in　15　patients，　right

ventricular　outflow　tract　reconstruction　in　10　patients，　modified　Fontan　procedure　in　7　patients，

double－switch　operation　in　2　patients，VSD　closure　in　1　patient，　and　pulmonary　valvotomy　in　1　patient．

The　other　12　patients　finally　underwent　palliative　surgical　repair　or　have　been　waiting　for　definitive

surgical　repair　after　the　palliative　procedure．　At　the　time　of　pulmonary　angioplasty，　we　used　a

pericardial　patch（patch　angioplasty）on　31　patients　with　a　short　distance　between　the　right　and　left

pulmonary　arteries，　and　a　pericardial　roll（tube　angioplasty）on　14　patients　with　a　long　distance

between　the　right　and　left　pulmonary　arteries．　There　were　7　hospital　deaths　and　no　late　deaths．　The

total　mortality　rate　was　l4．6％．　In　patients　who　underwent　patch　angioplasty，　the　mortality　rate　was

6．5％，and　in　patients　who　underwent　tube　angioplasty，　it　was　35．7％．　Patch　angioplasty　showed　better

surgical　results　than　tube　angioplasty（p＝0．023）．　In　patients　who　underwent　Rastelli’s　procedure　or

right　ventricular　outflow　tract　reconstruction，　there　were　no　deaths　in　the　group　with　a　preoperative

PA－index　of　more　than　230　mm2／m2．　On　the　other　hand，　the　mortality　rate　was　50％in　the　group　with　a

preoperative　PA－index　of　less　than　230　mm2／m2．　There　was　a　difference　in　the　surgical　results　between

the　group　with　a　preoperative　PA－index　of　more　230　mm2／m2　and　the　group　of　less　than　230　mm2／m2

（p＝0．015）．The　mean　postoperative　ratio　of　right　ventricular　peak　systolic　pressure　to　left　ventricular

peak　systolic　pressure　was　O．547±0．156．　The　age　at　the　time　of　pulmonary　angioplasty　was　correlated

with　development　of　the　pulmonary　artery　after　pulmonary　angioplasty（r＝－0．504，　p＜0．05）．　The

younger　the　age　at　the　time　of　pulmonary　angioplasty，　the　better　the　development　of　the　pulmonary

artery．　Therefore，　it　was　demonstrated　that　early　pulmonary　angioplasty　could　increase　the　possibility

of　definitive　surgical　repair　and　ensure　better　surgical　results　in　patients　with　congenital　heart　disease

with　nonconfluent　pulmonary　arteries．
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