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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　フォンタン手術症例の手術年齢，主病型，体および肺静脈還流異常，房室弁逆流，臓器心房錯位と手

術死亡および遠隔期死亡について検討した．対象となった155例のうち手術死亡は16例（10％），遠隔期

死亡は4例（3％）であった．4歳未満の手術死亡は13例中3例（23％），4歳以上16歳未満は110例中

11例（10％），16歳以上は32例中2例（6％）で差はなかった．遠隔期死亡例の手術年齢は19．4±9．9歳

でその他の10．4±5．7歳に比べて高かった（p〈0．01）．4歳未満では元来肺血流増加群で肺血管床その他

に問題があった4例中3例が手術死亡したが，9例の肺血流減少群には死亡はなかった（p＜0．05）．主

病型毎の手術死亡は三尖弁閉鎖54例中6例（11％），単心室57例中6例（11％），その他44例中4例（9％）

であった．33例の体静脈還流異常合併例の手術死亡は6例（18％）でその他と差はなかった．傍心臓型

総肺静脈還流異常と三心房心3例には死亡はなく，肺静脈還流の正常な144例の手術死亡は13例（9％）

と少なかった．一方，4例の心外型総肺静脈還流異常の2例（50％）と部分肺静脈還流異常の1例が死

亡しており死亡率に差があった（p＜0．Ol）．房室弁逆流合併例の手術死亡は39例中4例（10％），逆流の

ない114例では手術死亡が11例（10％）であった．無脾症候群は17例，多脾症候群は11例で，房室弁逆流，

心外型総肺静脈還流異常，体静脈還流異常の合併が多かったが非臓器心房錯位と死亡率に差はなかった．

　以上より次の結論が得られた．1）4歳未満でも肺血管床その他の条件が良けれぽ手術適応あり．2）心

外型総肺静脈還流異常は危険因子である．3）主病型，体静脈の還流異常，房室弁逆流，臓器心房錯位は

明らかな危険因子ではない．

　フォンタン手術は体静脈還流血液を右房から直接肺

動脈へと導き，右心系駆動心室のないままで静脈系と

動脈系を独立させる手術である．Fontanらは1968年

に初めて本手術を臨床的に応用し’），1977年には

Choussatらが10項目からなる適応基準を発表してい

る2）．前回，我々は肺血管床に関して本手術の適応を検
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討したが，手術成績は複数の因子によって影響を受け

るものと考えるに到った3）．そこで今回，手術年齢，主

病型，体および肺静脈還流異常，房室弁逆流，臓器心

房錯位について手術適応を再検討するために本研究を

行った．

　　　　　　　　対象及び方法

　対象は1974年3月から1990年12月までの期間に東京

女子医大心臓血圧研究所においてフォンタン手術を施

行した155例で，手術年齢は3ヵ月から32歳，平均10．5
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表1　主病型と手術成績

三尖弁閉鎖 単　心　室 そ　の　他

手術死亡／症例数 手術死亡／症例数 手術死亡／症例数
（n＝54） （n＝57） （n＝44）

Ia　　　O／6 両大血管右室起始　　　　　0／11

Ib　　　2／33＊ 左室型　　2／24泉 心内膜床欠損　　　　　　　2／12

Ic　　　1／3 房室弁交差　　　　　　　　0／10＊

Ila　　　O／0 右室型　　　2／29 完全大血管転位　　　　　　1／3

Ilb　　　2／11＊ 純型肺動脈閉鎖　　　　　　0／3

Ilc　　　1／1 C型　　　2／4 修正大血管転位　　　　　　0／2

ファロー四徴症⇔　　　　　0／1

解剖学的修正大血管転位　　0／1

左心低形成　　　　　　　　1／1

手術死亡（率） 6（11％） 6（11％） 4（9％）

遠隔期死亡（率） 2（4％） 1（2％） 1（3％）

総死亡（率） 8（15％） 7（12％） 5（11％）

＊）各々1例の遠隔期死亡．’＊）左室低形成を伴う．

表2　術式

TA SV Others Total

n＝54（6） n＝57（6） n＝44（4） n＝155（16）

RA－PA　GRAFT

RA－RV　GRAFT

RA－PA　DIRECT
Bjork

TCPC

3（0）

7（1）

27（3）

17（2）

　0

1（1）

　0

52（5）

1（0）

3（0）

　0

　0

37（3）

1（0）

6（1）

　4（1）

　7（1）

116（11）

19（2）

　9（1）

（　）内は手術死亡

TA：

RA－PA　GRAFT
み弁付き．

RA－RV　GRAFT

RA－PA　DIRECT
Bjork：

三尖弁閉鎖．SV：単心室．

　　　　　：右房肺動脈間グラフト．生存した1例の

表3　姑息手術

Blalock－Taussig手術

Glenn手術

Central　shunt＊

Waterston手術

Potts手術

右室流出路再建術＊

肺動脈絞拒術’＊

Norwood手術
その他

5
6
1
4
1
1
6
2
0

0
σ
　

1
　
　
　
1
　
　
　
1

　　　　：右房右室間弁なしグラフト．

　　　　：右房肺動脈直接吻合．

Bjork法．　TCPC：心房内グラフト．

歳，男性90例に対して女性65例の性比であった．診断，

術式は表1，2に示す通りである．ペースメーカー植

え込み術を除く姑息手術は106例に対して145回施行し

ており（表3），1回75例，2回23例，3回8例であっ

た．

　以上の症例の手術施行時の年齢，主病型，体および

肺静脈還流異常の有無，房室弁逆流の有無と重症度，

臓器心房錯位の有無について臨床記録を元に調査し，

手術死亡および遠隔期死亡との関連を検討した．尚，

遠隔期の転帰をみるため術後2年以上の観察期間を設

けた．観察期間は最も長いもので16年9ヵ月であった．

　本研究における手術死亡とは手術入院期間内に死亡

もしくはtake－downした症例で合計16例（10％）．死因

’）右室流出路再建術兼central　shunt　1例

＊＊ ）大動脈縮窄複合を合併した1例に対してはsubclavian

　flap法，動脈管結紮術施行．

は心不全13，腎不全2，原因不明の突然死1であった．

このうちtake－downは1例で最終的には心不全で死

亡したため，この症例は心不全死に含めた．

　房室弁逆流は心血管造影所見をもとに重症度を軽度

（Sellers分類の1度），中等度（II度），高度（IIIおよび

IV度）に分類した．臓器心房錯位の診断は胸部X線や

造影検査で肺の分葉，気管支，肺動脈および心耳の形

態が右側相同で，末梢血液像においてHowell－Jolly小

体が証明されるか，シンチグラムやCT等で脾臓の欠

損を証明し得れぽ無脾症候群と診断した．また，肺の

分葉，気管支，肺動脈および心耳の左側相同パターン

や脾臓の過分葉を認めれば多脾症候群と診断した．

　統計はt検定，カイニ乗検定を用い危険率5％以下

を有意差ありとした．
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表4　年齢と手術成績

年　　齢　（歳）

　＜4　　　　　　4≦　　　＜16　　　　　　≦16

（n＝13）　　　　（n＝110）　　　　（n＝32）

手術死亡（率） 3（23％）　　　　11（10％）　　　　2（6％）

遠隔期死亡（率＊） 0（0％）　　　　　1（1％）　　　　3（9％）

総死亡（率＊つ 3（23％）　　　　　12（11％）　　　　　5（16％）

つ遠隔期死亡／症例数

＊＊ ）手術死亡＋遠隔期死亡／症例数

0

1）手術年齢

10 　20　　　　　30
（N＝155，10．5士6．0）　y／o

図　1

結　　果

　生存率の手術年齢は1歳2ヵ月から32歳，平均

10．7±6．0歳（図1）．手術死亡例の手術年齢は3ヵ月

から23歳，平均9．2±6．6歳で両群の手術年齢に差はな

かった．一方，遠隔期死亡例の手術年齢は8歳から32

歳，平均19．3±9．9歳であり，その他の10．4±5．7に比

して高齢であった（p＜0．01）．

　対象を手術年齢によって4歳未満，Choussatらの適

応年齢である4歳以上16歳未満2），16歳以上の3群に

分類した（表4）．4歳未満の13例では手術死亡が3例

（23％）で，この年齢区間の死亡率が最も高く，次いで

4歳以上16歳未満の110例中11例（10％），16歳以上の

32例中2例（6％）の順であったがこの3群間の死亡

率には統計学的な差はなかった．遠隔期死亡の手術生

存例に対する比率は16歳以上で3例（10％）と最も高

かったが3群間で差はなかった．また，総死亡率も各々

差はなかった．

　4歳未満で死亡した3例はいずれも元来肺血流増加

表5　4歳未満症例

Diagnosis Age mPAp Rp PA　index EF OP．date Outcome Other　problems

TA（IIb） 3 1974 alive

TA（Ib） 2 29 253 1983 alive

TA（Ib） 3 7 350 1984 alive

TA（Ic） 3 35 4．0 0．49 1986 dead post　PAB，　MR（1）

DORV，　MA，　PS 3 14 1．1 564 0．52 1988 alive TR（1）

SLV，　MA 1 12 1988 alive post　PAB，緊急手術

SLV，　TS 3 17 2．0 450 0．63 1989 alive

TA（Ib） 3 13 1．8 271 0．55 1990 alive PO2：27torr

HLHS 0．25 24 4．0 407 0．53 1990 dead post　Norwood

SRV，　PS 3 15 1．7 303 0．5 1990 alive

TA（IIc），　AA 1．9 22 2．1 253 0．54 1990 dead
MR（II），　AR（II），

　　　　post　Norwood

SRV，　PS 3 14 2．9 292 0．5 1990 alive

Asp，　SLV，　PS 2 19 1．7 495 0．59 1990 alive CAVVR（IV）

生存10，手術死亡3，死亡率23．1％．肺血流増加群では4例中3例（75％）の手術死亡，肺血流減少群に死亡はな

く，この年齢では肺血流増加群の死亡率が高い（p＜0．05．X2＝5．06）．

Age（歳），　mPAp：平均肺動脈圧（㎜Hg），　Rp：肺血髄抗（U・m2），　PAI：肺動脈断噸指数（mm2／m2），　EF：

主心室の駆出率，Op－date：手術施行年（年）．

DORV：両大血管右室起始，　MA：僧帽弁閉鎖，　PS：肺動脈狭窄，　SLV：左室性単心室，　TS：三尖弁狭窄，　SRV：

右室性単心室，HLHS：左心低形成症候群，　AA：大動脈弁閉鎖，　Asp：無脾症候群，　PAB：肺動脈絞拒術，　Nor－

wood：Norwood手術，　AR：大動脈弁閉鎖不全，　MR：僧帽弁閉鎖不全，　TR：三尖弁閉鎖不全，　CAVVR：共

通房室弁逆流．
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群であった（表5）．1例はIc型の三尖弁閉鎖で姑息手

術として肺動脈絞拒術を行ったが，その後も高肺血管

抵抗，高肺動脈圧が残存し術後心不全で死亡した．他

の2例はいずれもNorwood手術後であり，1例は3

ヵ月の左心低形成症候群，もう1例はフォンタソ手術

時に大動脈弁（元は肺動脈弁）および僧帽弁閉鎖不全

を伴っていた．この年齢区間の肺血流増加群は合計4

例で，うち死亡3例（75％）と死亡率がきわめて高かっ

た．ところが，この年齢区間の肺血流減少群9例に手

術死亡はなく，この年齢区間の肺血流増加群は減少群

に比べて有意に手術成績が不良であった（p〈0．05）．

　2）主病型

　対象を主たる病型によって三尖弁閉鎖，単心室，そ

の他の3群に分け各々の手術死亡率を比較した（表

1）．三尖弁閉鎖は合計54例でこのうち6例（11％）が

死亡した．単心室はVan　Praagh分類のc型4例まで

含めると57例，死亡は6例（11％）であった．その他

の疾患群は合計44例，死亡は4例（9％）でありこれ

ら3群の手術死亡に差はなかった．また，遠隔期死亡

を含めても死亡率に差はなかった．

　単心室では左室性単心室の手術死亡が24例中2例

（8％），遠隔期死亡を含めると3例（13％），右室性単

心室が29例中2例（7％），C型が4例中2例（50％）

と主心室の型が異なっても死亡率に有意な差はなかっ

た．

　3）体静脈還流異常

日本小児循環器学会雑誌　第9巻　第4号

　33例に体静脈還流異常が認められた（表6）．その内

訳は両側上大静脈21，左（心房位逆位では右）上大静

脈遺残9，奇静脈結合5，下大静脈の対側に還流する

上大静脈1の計36であった．両側上大静脈と左上大静

脈遺残の15例に一側上大静脈結紮，13例に上大静脈

一肺動脈吻合を施行した．また，左上大静脈遺残のう

ち2例は左上大静脈に対して外科手技を加えなかっ

た．このうち死亡は6例（18％）で，手術手技上あま

り問題とならない奇静脈結合のみの2症例を除いても

体静脈還流異常を伴わない群122例の手術死亡10例

（8％）と差はなかった．

　4）肺静脈還流異常

　肺静脈の異常は総肺静脈還流異常7例，部分肺静脈

還流異常1例，三心房心3例の合計11例に認められ，

うち死亡は3例（27％）であった（表7）．

　総肺静脈還流異常はDarling分類のIa型1例，　Ib

型1例，IIb型3例，　III型1例，　IV型1例で，　Ia型の1

例とIIb型の1例を除く他の5例は全て無脾症候群で

あった．手術死亡はIa型とIII型の症例で，いずれも共

通肺静脈と心房後壁の吻合を行った．生存した心外型

の2例のうちIb型では肺静脈還流部直上での上大静

脈結紮と同側の上大静脈一肺動脈吻合を併設手技とし

て用い，IV型の症例では左上肺静脈が左上大静脈に還

流していたが他は全て心房に還流していたため前者と

同様の手技を用いた．

　部分肺静脈還流異常は1例で，左肺静脈が冠静脈洞

表6　体静脈還流異常と手術成績

両側上大静脈
左（右）上

大静脈遺残
下大静脈と対
側の上大静脈

奇静脈結合 還流異常なし

症例数

手術死亡（率）

21

3（14％）

92（22％） 11（100％） 50（0％） 122

10（8％）

体静脈還流異常に遠隔期死亡なし

表7　肺静脈還流異常と手術成績

総肺静脈還流異常

心外型
（n＝4）

傍心臓型
（n＝3）

部分肺静脈
還流異常

　（n＝1）

三心房心

（n＝3）

還流異常なし

　（n＝144）

手術死亡

Ia　　1／1

1b　　O／1

111　　1／1

1V　　O／1

Ilb　　　⑪ 1 0 13

死亡率 5⑪％ 0％ 100％ 0％ 9％

（p＜0．01：X2＝16．4）

肺静脈還流異常に遠隔期死亡なし．
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に還流しており，Ib型の三尖弁閉鎖に合併していた．

この症例は術後心不全にて死亡した．三心房心は3例

で，うち2例は多脾症候群であった．いずれも術前に

は肺静脈の還流障害はなく，手術死亡もなかった．

　傍心臓型，心外型の総肺静脈還流異常，その他の肺

静脈の異常を合併した群と肺静脈の異常のない群で手

術死亡を比較すると死亡率に差を認めた（p＜0．01）．

　5）房室弁逆流

　房室弁逆流は軽度20例，中等度14例，高度5例，カッ

トフィルムによる撮影のため程度が不明な症例が2例

であった（図2）．このうち軽度の5例を除く33例に弁

（％）

　100

60

20

　　　　　　　　　　　　　　閣手術死亡

　　　　　　　　　　　　　　口生存

　　　　　　　　　　　　　　＊1例が遠隔期死亡

（一）　　軽度　　中等度　　高度＊

　　図2　手術死亡と房室弁逆流

形成ないし弁輪縫縮術を，4例に対して一側房室弁閉

鎖術を行った．死亡は6例で，逆流が軽度の群では形

成術等を施行しなかった1例と形成術を施行した1例

の計2例（10％），中等度1例（7％），高度1例（20％），

程度不明では1例（50％）であり，房室弁逆流の有無

や，その程度に関して手術死亡に差はなかった．また，

遠隔期死亡を含めても死亡率に関して差はなかった．

　6）臓器心房錯位

　フォンタン手術を施行した臓器心房錯位は28例で無

脾症候群17例，多脾症候群が11例であった（表8）．こ

れら2群とそれ以外の群間では肺血管抵抗，平均肺動

脈圧，肺動脈断面積指数（PA　index）4）については差が

なかった．房室弁逆流は無脾症候群10例（59％），多脾

症候群では7例（64％）で，それ以外の25例（20％）

より多く認められた（p＜0．01）．また，中等度以上の

房室弁逆流に限っても各々6例（35％），5例（46％），

8例（6％）であり，同様の結果であった（p〈0．01）．

心外型総肺静脈還流異常は無脾症候群で3例（18％）

に合併し他の2群より多かった（p＜0．01）．体静脈還

流異常は無脾症候群で12例（71％），多脾症候群で10例

（91％）に伴っており，その他の12例（9％）に比べて

表8　臓器心房錯位

臓器心房錯位 非臓器心房錯位

無脾症候群（n＝17） 多脾症候群（n＝11）
（n＝127）

肺血管抵抗（U・m2） 1．6±0．7 1．9±1．0 L9±1．0

平均肺動脈圧（mmHg） 13．9±4．3 14．9±4．3 15．9±5．2

PA　index（mm2／m2） 414±176 352±194 374±134

房室弁逆流＊ 10（59％） 7（64％） 25（20％）

中等度以上＊ 6（35％） 5（45％） 8（6％）

心外型総肺静脈還流異常＊＊ 3（18％） 0 1（1％）

体静脈還流異常＊＊＊ 12（71％） 10（91％） 12（9％）

手術死亡（率） 2（12％） 1（9％） 13（10％）

＊）（p＜0．01：X2＝21．2）．　＊＊）（p〈0．01：X2＝17．5）．　＊＊＊）（p＜0．01’X2＝66．7）

臓器心房錯位に遠隔期死亡なし

表9　遠隔期死亡例

症例 主病型 年齢 m－PAp Rp PA　index EF その他 死因 術後生存期間

・

TA（Ib）

TA（IIb）

SLV
Criss

17

32

20

8

／

9
1
7
1
8

／

／

1．9

22

／

／

267

361

／

48

／

68

　PSVT
　　／

AVVR（III）

post　PAB

突然死

ショック

心不全

心不全

48ヵ月

8ヵ月

7ヵ月

13ヵ月

m・PAp：平均肺動脈圧（mmHg），　Rp：肺血管抵抗（U・m2），　PA　index：肺動脈断面積指数（mm2／

m2），　EF：主心室駆出率（％），　TA：三尖弁閉鎖，　SLV．左室性単心室，　Criss：房室弁交差，

PSVT：発作性上室性頻拍，　AVVR：房室弁逆流，　PAB：背動脈絞拒術
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多かった（p〈0．01）．死亡率は無脾症候群12％，多脾

症候群9％，非臓器心房錯位10％であり3群間に差は

なかった．

　7）遠隔期死亡

　手術生存例139例のうち遠隔期死亡は4例（3％）で，

フォンタソ手術から死亡するまでの期間は7ヵ月から

48ヵ月であった（表9）．死因は不整脈死と考えられる

突然死1，脱水に起因するショック1，心不全2であっ

た．各々術前から発作性上室性頻拍，心室機能低下，

高度房室弁逆流および心室機能低下，肺動脈絞拒術後

等の問題点を有していた．尚，症例4は房室一致型の

房室弁交差で，両心室間の収縮時相のずれや左肺動脈

狭窄と動脈管の残遺による低心拍出量が死因と考えら

れた．

　　　　　　　　　　考　　察

　Choussat，　Fontanらによれば4歳以上16歳未満が

本手術の適応年齢である2）5）．しかし，その後適応とな

る年齢は拡大してきている．Kirklinらは近年では低

年齢は危険因子とはならないと述べており6），Stellin

らの成績でも4歳未満とそれ以上で死亡率に差はな

かった7｝．さらに，Pearlらは加齢に伴い心室機能が低

下する以前，即ち1歳から3歳が本手術の至適な手術

年齢であろうと述べている8）．高齢者に関するHumes

らの検討では18歳以上の高齢者は遠隔期の生活の質に

関しては問題があるものの，手術成績だけについて言

えぽそれ以下の年齢群に比べて良好であった9）．我々

の検討では手術死亡率は4歳未満で若干高いものの4

歳から15歳，16歳以上の各年齢区間と差はなかった．

但し，遠隔期死亡例には高齢者が多く，心室機能低下，

房室弁逆流，頻拍性不整脈が死因となっており，やは

りPear1らが述べている様に年齢が長ずる以前に手術

することが望ましいのかも知れない．Bartmusらによ

れば，4歳未満の症例には緊急性が高く，Choussatら

の危険因子を複数有する症例が多くかつ死亡率も高

かったユ゜｝．しかし，危険因子が1つ以下の症例に関して

は4歳以上の群と比べて死亡率に差はなかった．

Mayerらの検討では4歳未満では肺血管抵抗の高い

症例（肺血管抵抗2単位以上）では死亡率が高いが，

肺血管抵抗が1単位未満では死亡はなかった11）．我々

の4歳未満群においても死亡例は全て肺血流増加群で

肺血管抵抗は2単位を越えており，年齢以外にも3な

いし4つの問題点を有していた．逆に肺血流減少群に

おいては肺血管床その他の条件は比較的整っており，

4歳未満の症例でも年齢以外の適応条件，ことに肺血

日本小児循環器学会雑誌　第9巻　第4号

管床に関する適応条件が良ければ4歳までフォンタソ

手術を待期する必要はないと思われる．しかし，1歳

未満の症例は左心低形成の1例のみであるため，この

年齢区間におけるフォンタン手術の適否に関しては結

論することができない．

　主たる病型の違いによるフォンタン手術成績は報告

者によってまちまちである6｝7）1°）A’12｝．今回の検討にお

ける三尖弁閉鎖，単心室，それ以外という大まかな分

類では手術死亡に関して差はなかった．さらに単心室

においても主心室の型による死亡率の差はなかった．

Kirklinらによれぽ主病型により死亡率が異なるのは

心室肥大の程度が病変によって各々異なるためであ

り，三尖弁閉鎖の手術成績が良好なのも肥大の程度が

軽度であったためであるとしている6）．その理由とし

て肥大心筋による心室の拡張障害を指摘しているが，

心室の拡大は危険因子とはならないとも論じている．

また，Colesらも肺動脈絞YE術後症例に対する本手術

の成績が不良なのは心筋の肥大によるものであると考

えている13）．これに対し松田らの右室性単心室に関す

る論文では心筋重量／拡張末期容積の小さい症例で

フォンタン手術の成績が不良であった14）．今回の検討

では心室機能についての分析は行っていない．しかし，

フォソタン手術後の循環動態においては心室充満圧が

低いことが必要であり15），心室機能としては収縮能の

みならず拡張能の意義に関する検討も重要であると考

えられる16）17）．

　体および肺静脈還流異常合併例に対するフォソタソ

手術の成績は不良であった14）18）19）が，手術手技の進歩

と共にこれらの問題は次第に克服されてきてい

る2°）21）．今回の結果では体静脈還流異常合併例は非合

併例と比べ死亡率は高いものの総計学的な差はなく，

体静脈還流異常はフォンタン手術の明らかな危険因子

とは言えなかった．総肺静脈還流異常では上および下

心臓型即ち心外型が危険因子であった．心外型ではも

ともと肺血管抵抗が高いことが多く22），かつ肺静脈と

心房の吻合を行わねばならない場合に吻合部狭窄の問

題も加わり，これらが手術成績不良の原因となってい

ると考えられる．但し，心外型の総肺静脈還流異常で

も肺静脈の閉塞性病変がなく，肺静脈と心房の吻合を

必要としない場合には傍心臓型と同様に考えて良いか

もしれない．傍心臓型も以前は心房内bu田eによる肺

静脈閉塞などの問題があり手術成績は不良であっ

た18）19）が，手術手技の改善に伴い肺静脈の閉塞性病変

がなければ危険因子とは言えなくなった21）．
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　房室弁の逆流は三尖弁閉鎖，単心室においてしばし

ば認められる病態であり23）24），容量負荷による心室機

能の低下25）や，肺静脈系心房圧の上昇が術後の血行動

態に悪影響を及ぼすと考えられる．Bartmusらは中等

度以上の房室弁逆流をフォソタソ手術の危険因子の1

つに挙げている1°）．しかし，今回の検討では房室弁逆流

の有無やその程度は手術成績に影響を与えなかった．

我々の施設では少なくともSellers分類でII度以上の

房室弁逆流を伴った症例に対しては全例に房室弁形成

術を施行している．この手術手技は比較的短時間に施

行でき，弁逆流の軽減に効果的であり，特にフォンタ

ン手術後は心室に対する容量負荷が減じた分だけ高度

な弁輪縫縮が可能である．これらの理由で房室弁逆流

合併例の死亡率が低かったと考えられる26），しかし，術

前の心室機能が不良である場合房室弁形成術を行って

も心室機能の改善しないことがあり27），本手術の適応

を決定する際には房室弁逆流の有無や程度と心室機能

を併せて考えるべきであろう．

　臓器心房錯位，特に無脾症候群はフォンタン手術の

死亡率が高いと言われている1°）．Humesはただでさえ

複雑な手術手技に加え，外科的な治療を要する房室弁

逆流を合併した場合にはさらに手術成績が不良となる

と述べている28）．我々の検討では“臓器心房錯位である

こと”それ自体は問題ではないことが明らかとなった．

即ち臓器心房錯位に随伴する個々の危険因子の組合せ

とその和が臓器心房錯位が有するリスクに他ならない

と考えられる．Kirklinらは大動脈遮断時間が長くな

ればそれだけ手術成績が不良になると論じている6）．

従って，明らかな危険因子ではなくても手術時間を延

長させ得るものは本手術の成績にとっては負の要因で

あり，適応を決定する場合にはこれらについても検討

する必要があるものと思われる．

　以上より次の結論が得られた．1）1歳以上4歳未満

は年齢以外の条件，特に肺血管床に関する条件が良け

ればフォンタン手術の適応年齢であると考えられた．

また，高年齢に到るまでに本手術を施行することが望

ましい．2）三尖弁閉鎖，単心室，その他という大まか

な分類では主病型毎の死亡率に差はなかった．3）体静

脈還流異常は危険因子とはならない．4）総肺静脈還流

異常は心外型のみが危険因子であった．5）房室弁逆流

は房室弁形成術を確実に行い得れぽ危険因子とはなら

ない．6）臓器心房錯位そのものは明らかな危険因子で

はない．

　今回フォンタン手術後の生死と術前の諸因子との関

519－（9）

連について検討を行ったが，今後は術後の運動耐容能

や生活の質に関しても検討を加える必要があるものと

思われる．
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Re－evaluation　of　Indication　for　Fontan　Type　Operation：Age，　Types　of　Major　Cardiac

　　　　　　　　Anomalies，　Anomalous　systemic　and　Pulmonary　Venous　Drainage，

　　　　　　　　　　　　　Atrioventricular　Valve　Regurgitation　and　Heterotaxia

In－sam　Parkl），　Makoto　Nakazawa1｝，　Kazuo　Momma1），　Yasuharu　Imai1｝and　Kazuo　Sawatari2）

　　　Departments　of　Pediatric　Cardiologyi）　and　Cardiovascular　Surgery2｝，　Heart　Institute　of　Japan，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tokyo　Women’s　Medical　College

　　　We　reviewed　the　records　of　155　patients　who　underwent　Fontan　type　operation　from　March　1974

to　December　1990．　There　were　sixteen　hospital　deaths（10％）and　four　late　deaths（3％〉．　There　were

three　hospital　deaths　in　13　patients（23％）aged　less　than　4　years，11in　110（10％）from　4　to　15　years　and

2in　32（6％）more　than　16　years　of　age　respectively．　In　the　patients　group　less　than　4　years　of　age，　three

out　of　four　patients　palliated　because　of　increased　pulmonary　blood　flow　died　early　after　operation，

while　there　was　no　hospital　death　in　patients　with　restricted　pulmonary　blood　flow（p＜0．05）．　Mean　age

at　operation　of　four　late　deaths（19．3±9．9　years　of　age）older　than　one　of　survivors　（10．4±5．7）

（p＜0．01）．Six　among　54　patients　with　tricuspid　atresia（11％），　six　among　57　with　single　ventricle（11％），

and　four　among　44（9％）with　miscelaneous　diseases　died　early　after　the　operation　respectively．　Thirty

three　patients　had　anomalous　systemic　venous　drainage　with　6　patient　died（18％），　and　10　patients（8％）

with　normal　systemic　venous　drainage　died．　Patients　with　total　anomalous　pulmonary　venous

drainage，　extracardiac　type（two　hospital　deaths　in　4　cases），　was　risk　factor　for　hospital　death（p＜0．01）．

Four　out　of　39　patients（10％）with　atrioventricular　valve　regurgitation，　two　out　of　17　asplenia

syndrome（12％），　and　one　out　of　l　l　polysplenia　syndrome（9％），　died　respectively．

　　　Conclusion；1）Younger　age　at　operation　is　not　always　contraindication　for　Fontan　type　operation．

2）Total　anomalous　pulmonary　venous　drainage，　extracardiac　type，　is　a　risk　factor　for　early

postoperative　death．3）Types　of　major　cardiac　anomaly，　anomalous　systemic　venous　drainage，

atrioventricular　valve　regurgitation　and　heterotaxia　are　not　apparent　risk　factor　for　Fontan　type

operatlon．
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