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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　左心低形成症候群（HLHS）の新生児2例に対して，　Norwood第一期手術を行い，2例とも救命しえ

たので，手術及び術前後の管理の工夫とともに報告する．症例1は，在胎39週，出生時体重3，250gの男

児．生直後よりチアノーゼが認められ，生後1日目に入院．心エコー検査でHLHSと診断した．症例2

は，在胎37週，出生体重3，550gの男児．生直後より多呼吸とチアノーゼが認められ，他院でHLHSと診

断され，生後2日目に入院．それぞれ，生後22日目，生後19日目にNorwood第一期手術を施行した．分

離体外循環にて大動脈弓再建時に脳循環を維持し，その際使用した4mmのEPTFEグラフトを用いて

modified　BT　shuntを作製した．術前後は体肺血管抵抗のバランスを保つため，炭酸ガスを用いるなど

して，PO、30mmHg台，　PCO、40mmHg台に維持し，カテコールアミンも必要最小限にとどめた．

　　　　　　　　　はじめに

　左心低形成症候群（HLHS）は，新生児期にその大

部分が死亡する予後不良な疾患である．1981年にNor－

woodら1）により発表されたNorwood第一期手術に

より，本疾患の生存と将来の機能的根治手術が可能と

なってきた．最近，本邦でも本疾患に対する手術成功

例が見られるようになった2）一’7）が，手術成績はいまだ

満足できるものではない．今回，本疾患新生児2例に

Norwood第一期手術を行い，2例とも救命しえたの

で，手術及び術前後の管理の工夫について考察し，報

告する．

　　　　　　　　　症　　例

　症例1：生後22日，男児．

　現病歴：在胎39週，体重3，250g，　Apgar　score　8／8で

別刷請求先：（〒399－82）長野県南安曇郡豊科町豊科

　　　　　3100
　　　　　長野県立こども病院心臓血管外科

　　　　　　　　　　　　　　　　　後藤　博久

出生．生直後よりチアノーゼを認め，心雑音を聴取．

胸部X線上，肺血管陰影の増強を認めたため，精査目

的で，生後1日目に当院新生児科に入院．

　入院時現症：蹄泣時，チアノーゼあり．心拍数140／

分，血圧55／37mmHgで上下・左右差なし．呼吸数79／

分と多呼吸を認めるも，陥没呼吸なし．胸骨左縁第3

肋間にLevine　3／VIの収縮期雑音を聴取．右季肋下に

肝臓を3cm触知．

　入院時検査：血液ガス分析（毛細管血）でpH　7，399，

PO2　27．8mmHg，　PCO2　34．8mmHg，　HCO言18．3

mmo1〃，　BE－6．2mmol〃と代謝性アシドーシスを

認め，心電図上は，正常洞調律で右室肥大を認めた．

胸部X線では，CTR　76％と心拡大を認め，心エコー

検査では，｛S，D，　N｝で，左心室の低形成，高度の大

動脈弁及び僧帽弁狭窄，太い動脈管，卵円孔開存を認

めた．上行大動脈の径は，4mmであった（図1）．以

上より，HLHSと診断し，リボPGE1の投与を開始し

た．生後12日目に行った逆行性左梼骨動脈造影では，
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図1　A：症例1．入院時胸部X線写真．CTR　76％と

　心拡大を認める．B：症例1．入院時心エコー所見．

　四腔断層像：左心室の低形成，高度の僧帽弁狭窄，

　卵円孔開存を認める．

　LV：左心室，　LA：左心房，　RV：右心室，　RA：右

　心房

上行大動脈の径は4mmで，太い動脈管が認められた．

大動脈縮窄は認めなかった（図2）．

　術前：呼吸状態は比較的良好で，挿管による呼吸管

理は必要とせず，体肺血管抵抗のバランスを保つため，

血液ガスでPO230mmHg台，　PCO240mmHg台を目
標とした．

　手術：フェンタネスト全身麻酔下に胸骨正中切開を

行った．上行大動脈，左右肺動脈，動脈管，右鎖骨下

動脈，左総頸動脈，左鎖骨下動脈を剥離．上行大動脈

の外径は4．5mmであった（図3A）．右鎖骨下動脈に4

mmのEPTFEグラフトを吻合し，送血管（USCI社製

William　Harvey送血カニューレ10Fr）を挿入．下大

静脈に脱血管（DLP社製パシフィコ静脈カニューレ16

日小循誌　10（4），1994

　　　図2　症例1．逆行性左擁骨動脈造影．

正面像：上行大動脈の径は4mm．太い動脈管を認め
る．

AAO：上行大動脈，　DAo：下行大動脈

Fr）を挿入し，体外循環を開始した．

　次に，動脈管から別の送血管（USCI社製William

Harvey大腿送血用カニューレ10Fr）を下行大動脈ま

で挿入し，分離体外循環とした（図3B）．肺動脈の動

脈管側は直接閉鎖し，主肺動脈側はウマ心膜で閉鎖し

た．上大静脈に脱血管（USCI社製William　Harvey脱

血カニューレ12Fr）を挿入し，　total　bypassとした後，

右房を切開．心房中隔を大きく切除し，卵円孔を拡大

した．直腸温19℃まで冷却したところで左総頸動脈と

左鎖骨下動脈の間を遮断し，動脈管からの送血を中止

した．動脈管の組織を十分に切除し，下行大動脈に切

開を加え，あらかじめ4mmのEPTFEグラフトを10

mmのEPTFEグラフトに縫合して作製したパッチ
（図3C）を7－O　prolene連続縫合で縫着を開始した．弓

部まで縫着したところで，パッチに縫合してある4mm

のEPTFEグラフトから送血を開始した．この間，右

鎖骨下動脈に吻合した4mmのEPTFEグラフトから

腕頭動脈を通して脳循環は維持した．心停止下に上行

大動脈の再建と肺動脈との縫合を行い，肺への血流路

として右鎖骨下動脈に吻合した4mmのEPTFEグラ

フトを用いたmodified　BT　shuntを作製した（図3D）．

加温しながら約1時間の補助循環を行い，体外循環か

らの離脱には問題なく，FiO21．0でPO230mrnHg，

PCO、49mmHgであった．胸骨閉鎖後も，循環動態に

変化はなかった．

　術後：肺への適切な血流量の調節のため，血液ガス
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　　　　　　　　　　　　　　　症例1術中写真．

全体像：上行大動脈の外径は4．5mm．主肺動脈の外径は11mm．　B：分離体外循

右鎖骨下動脈に吻合した4mm　EPTFEグラフト（↑）と動脈管（↑↑）から送血，

上行大動脈，RV：右心室，　RA：右心房，　PDDT：肺動脈管一下行大動脈幹

c

D

1　・

一一・一幽蜘一

で，PO、30mmHg台，　PCO240mmHg台に維持する

ように血圧，Fio2を管理し（表1），血行動態が安定し

た術後18日目に人工呼吸器から離脱した．その後の経

過は順調で，生後80日目に心臓カテーテル検査を行っ

た（表2）．新大動脈に圧差は無く，Qp／Qs　1．7，　Rp　3．6，

PAI　181，　RVEDV　196％of　normal，　RVEF　67％であっ

た．術後造影では，左肺動脈の発育がやや不良なもの

の，新大動脈は良好に造影された（図4）．現在，哺乳・

体重増加ともに良好で，hemi・Fontan手術待機中であ

る．

　症例2：生後19日，男児．

　現病歴：在胎37週，体重3，550g，　Apgar　score　9／10

で出生．徐々に多呼吸とチアノーゼが増強するため，

生後1日目に近医入院．心エコー検査でHLHSと診

断された．挿管による呼吸管理とリボPGEIの投与が

図3C，　D症例1．大動脈再建に用いたパッチと

　シェーマ．

　C；10mm　EPTFEグラフトに4mm　EPTFEグラフ
　トを縫合して作製．D：右鎖骨下動脈に吻合した4

　mm　EPTFEグラフトをmodified　BT　shuntに用い

　た．

Presented by Medical*Online



574　（82） 日本小児循環器学会雑誌　第IO巻　第4号

表1　症例1．術後経過

lMV

血

液
ガ

ス

mmHg

50

45

40

35

30

25

20

　　　15

　　　1
　　0．8
Fio20．6

　　0．4

　　0．2

　　　0
　前　　　体外循環　　ICU　　帰室後　　術後　　　術後　　　術後　　術後
（毛細管血）　離脱時　　帰室時　　3時間　　1病日　　3病日　　7病日　　13病日

術後　　　術後　　　術後

18病日　　1ケ月　　4ケ月
（抜管後）（毛細管血）（毛細管血）

lMV：間欠的強制換気

表2　症例1術後心臓カテーテル検査結果

圧 02Sat
（mmHg） （％）

SVC （4） 41 PA　index　181

IVc （4） 53

RA a　7 75 Qp／Qs　　1．7

v　5

RV 75／5 76 Rp　　　3．7単位・m2

MPA 18 72

LA a　11 96 RVEDV　196％of　normal

v　6 EF　　　　67％

LV 162／11 93 LVEDV　　13％of　norma1

AAo 78／30 76 EF　　　　34％

開始され，生後2日目に当院新生児科に転院した．

　入院時現症：全身にチアノーゼを認め，心拍数170／

分，血圧57／37mmHgで上下・左右差なし．胸骨左縁第

3肋間にLevine　3／VIの収縮期雑音を聴取．右季肋下

に肝臓を3cm触知．

　入院時検査：GoT　616，　GPT　lo9，　T，　bil　9．1，　BuN

32，Cr　3．1と肝・腎機能の異常を認めた．血液ガス分

析（毛細管血）で，pH　7．410，　PO、40．3mmHg，　PCO2

29．7mmHg，　HCO，　‘18．5mmol／1，　BE－4．4mrnol／1と

代謝性アシドーシスを認め，心電図上は，正常洞調律

で右室肥大を認めた．胸部X線では，CTR　69％と心

拡大および肺血管陰影の増強を認め，心エコー検査で

は，｛S，D，　N｝で，左心室の低形成，大動脈弁及び僧

帽弁の狭窄，上行から弓部大動脈の低形成，大動脈縮

窄，太い動脈管，卵円孔開存を認めた（図5）．生後18

日目に行った逆行性左擁骨動脈造影では，上行大動脈

の径は3．5mmであった（図6）．

　術前：人工呼吸器により管理したが，FiO、　o．21でも

PCO、が30mmHg前半に低下するため，定常流101の

呼吸器回路に，微量流量計を付けた炭酸ガスボンベよ

り，加湿器を通して，炭酸ガスを50～100ml流し

（0．05～O．1％），PCO2を40mmHg台に調節した．

　手術：フェンタネスト全身麻酔下に症例1とほぼ同

様に行った．大動脈縮窄があったために，下行大動脈

へは，より末梢側まで切開した．体外循環からの離脱

には問題なかったが，FiO21．0でもPO218mmHgと

低い状態が持続したため，3．5mmのGolaskyグラフ

トを用いてcentral　shuntを追加したところPO2は37

mmHgに上昇した（図7）．術後，血行動態は安定し，

利尿も良く，徐々にPO、が40mrnHg以上になってき

たため，右modified　BT　shuntの開存を心エコーで確
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　　　　図4　症例1術後右心室造影．

A：正面像二modified　BT　shunt（mBT）を通して肺

動脈が造影されている．左肺動脈の発育がやや不良．

B：側面像：新大動脈（neoAo）は良好に造影され，狭

窄を認めない．

RV：右心室

認後，術後5日目にcentral　shuntを除去し，二期的に

胸骨を閉鎖した．

　術後：PO2，　PCO、ともに調節良好で（表3），術後35

日目に人工呼吸器から離脱した．その後，胸部X線上，

CTR　60％と改善し（図8），哺乳・体重増加ともに良

好で，術後101日目に退院した．現在，外来にて経過観

察し，hemi－Fontan手術待機中である．

　　　　　　　　　　考　　察

　HLHSに対する外科的治療は，1970年にCaylerら8）

が最初に報告して以来，種々の手術法が考案されたが，

その成績は不良であった．1981年Norwoodら1）により

発表されたNorwood第一期手術は，本疾患の救命だ

けでなく，機能的根治手術であるFontan手術をも可

能にした．本邦では，1985年に高橋ら2）がNorwood第
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図5　A：症例2，入院時胸部X線写真．CTR　69％と

　心拡大および肺血管陰影の増強を認める．B：症例

　2．入院時心エコー所見．四腔断層像：左心室低形

　成，高度の僧帽弁狭窄，卵円孔開存を認める．

　LV：左心室，　LA：左心房，　RV：右心室，　RA：右

　心房

一期手術の最初の成功例を報告して以来，様々な施設

でNorwood第一期手術が行われるよう’になったが，

いまだ満足すべき成績が得られていない．その原因の

一つとして，術前・術中・術後の適切な肺血流量の調

節が困難であることがあげられる．今回我々は，肺血

流量を調節するために，手術および術前後の管理に若

干の工夫を試みた．

　術前管理として，体肺血管抵抗のバランスを保つた

め，血液ガスでPO230mmHg台，　PCO、40mmHg台

に維持する6にとを目標とした．Fio、　o．21でもPco、

が低下する場合は，呼吸器回路に炭酸ガスを流すこと

が有効であった．
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　　　図6　症例2．逆行性左僥骨動脈造影．

正面像：上行大動脈の径は3．5mm．

AAo：上行大動脈，　DAo：下行大動脈

　手術の時期としては，体肺血管抵抗のバランスを保

ちながら，胸部X線写真や心エコー，PO、，　PCO2を指

標とし，生理的に肺血管抵抗が低下する時をとらえて，

待機的に行うことが，術後の肺血管抵抗の安定のため

に重要であると考えられた．

　手術については，肺血流路として，はじめに送血用

として右鎖骨下動脈に吻合した4mmEPTFEグラフ

トを使用した．これは，central　shuntよりもmodified

BT　shUntの方が，肺血流量の調節が容易であるから

である9）．グラフトのサイズに関しては，5mm以上は

流量過多になる4）との報告もある．ただし，症例2のよ

うに，体外循環離脱直後において，肺血管抵抗が高く，

modi丘ed　BT　shuntのみでは十分な肺血流量が得られ

ず，低酸素血症となる場合は，一時的にcentral　shunt

を追加することも有用であると思われた．また，肺血

流量過多を避けるため，4mmのEPTFEグラフトを

できるだけ右鎖骨下動脈の末梢側に吻合することが大

切であると考えられた．

　体外循環離脱時に，十分な補助循環を行うことによ

り，術後のカテコールアミンを必要最小限にとどめ1°），

肺血管抵抗を低下させずに，体血管抵抗上昇による肺

血流量増加を避けることも重要である．自験例では，

ドパミンを最高5μg／kg／nlinにとどめた．

　大動脈弓再建時の脳保護に関しては，術中に良好な

視野が得られることもあり，超低体温下循環停止とす

る施設が多いが，20℃以下で60分以内11）と時間的制約

があり，術後に痙攣や見当識障害が認められたとの報

告12）もある．右鎖骨下動脈に吻合した4mm　EPTFEグ

ラフトと動脈管から送血する分離体外循環は，術中の

視野は良好で，大動脈弓再建時にも腕頭動脈を通して

脳循環を維持することが可能であり，有効な方法と考

えられる．

　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　養遥
　　　　　　ピ…
　　　　

．・ ：叉㍗戸’ひ＼、

・　ぷ騨　　x’

　　　　　　　　A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　B

　　　　　　　　　　図7　症例2術中写真とシェーマ．

A：3．5mm　Golaskyグラフトを用いて，　centralshuntを追加（写真は閉胸時）．　B：

central　shuntは，　EPTFEグラフトとウマ心膜パッチとの間に作製．

RV：右心室
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表3　症例2．術後経過

lMV lMV

50

45

血40
液35
ガ

　ス　30

mmHg
　　　25

20

　　　15

　　　1
　　0．8
Fio20．6

　　0．4

　　0．2

　　　0
　　　　　前　　　前　　　前　　体外循環central　ICU
　　　（毛細管血X毛細管血）（毛細管血）離脱時　shunt後帰室時

CO2
使用 lMV：間欠的強制換気

帰室後　術後　 術後　術後
3時間　1病日　3病日　4病日

術後　術後
5病日15病日

（閉胸後）

術後　退院時
35病日（毛細管血）

（抜管後）

芹鞭

ノゼ
喜

∬　　　　　　…∴　ピ・　辻

　　x　　　　　　「
諾　㌔

　萎

図8　症例2術後胸部X線写真．CTR　60％と改善し
　た．

　大動脈を拡大再建する材質としては，肺動脈homo－

graftが最適である1°）と考えられるが，本邦ではウマ心

膜が用いられることが多い．今回自験例で用いた10

mm　EPTFEグラフトは，パッチとしてはやや厚いも

のの，吻合が容易で止血もしやすく，有用であった．

次回手術時の剥離もしやすいのではないかと考えてい

る．

　症例1の術後造影で，左肺動脈の発育がやや不良で

ある原因については，肺動脈の主肺動脈側を閉鎖した

ウマ心膜の材質や大きさ，modofied　BT　shuntの肺動

脈側の吻合の位置など今後検討が必要であると思われ

る．

　術後管理でも，体肺血管抵抗のバランスを保つため，

術前と同様，血液ガスでPO230mmHg台，　PCO、40

mmHg台に維持するように，血圧，　Fio2などを調節す

ることが大切である．

　　　　　　　　　　結　　語

　1．HLHSの新生児2例にNorwood第一期手術を
行い，2例とも救命した．

　2．術前・術後管理では，体肺血管抵抗のバランスを

保つため，血液ガスで，PO、30mmHg台，　PCO240

mmHg台に維持することが大切であり，炭酸ガスの使

用も有効である．

　3．肺血流路として，分離体外循環に使用した4mm

のEPTFEグラフトを用いてmodified　BT　shuntを

作製した．肺血管抵抗が高く，十分な肺血流量が得ら

れない場合は，一時的にcentral　shuntを追加すること

も有用である．

　4．体外循環離脱後，十分な補助循環を行うことによ
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り，術後のカテコールアミンを必要最小限にとどめ，

肺血管抵抗を低下させずに，体血管抵抗上昇による肺

血流．量増加を避けることが重要である．
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Two　Successful　Cases　of　Norwood　First　Stage　Operation　for

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Hypoplastic　Left　Heart　Syndrome（HLHS）

Hirohisa　Goto1），　Yorikazu　Harada1），　Takamasa　Takeuchii），　Masayoshi　Nagatsu1），

　　Gengi　Satomi2），　Satoshi　Yasukouchi2），　Toshiroh　Imai2），　Masanori　Tamura3），

Tomohiko　Nakamura3），　Tatsuya　Yoda3），　Yuuki　Minami3），　Takashi　Yamazaki3），

　　　　　　　　　　　　　　Yoshinori　Ota1）and　Tsuyoshi　Kaneko4）

　Department　of　Cardiovascular　Surgeryi），　Pediatric　Cardiology2），　Neonatology3）and

　　　　　　　　　　　　Clinical　Engineering4），　Nagano　Children’s　Hospital

　　　We　report　two　successful　cases　of　Norwood　first　stage　operation　for　hypoplastic　left　heart

syndrome（HLHS）．　The　operation　was　performed　at　the　age　of　22　days　and　19　days　respectively．

During　the　reconstruction　of　the　aortic　arch，　cerebral　circulation　was　maintained　through　a　4　mm

EPTFE　graft　connected　between　the　separated　cardiopulmonary　bypass　and　the　right　subclavian

artery，　which　was　served　as　modified　Blalock－Taussig　shunt　at　the　end　of　the　procedure．

Perioperative　control　of　arterial　blood　CO2　using　inspired　CO2　and　low　dosage　dopamine　intra－

venous　administration　could　be　useful　to　avoid　massive　pulmonary　flow　and　to　maintain　adequate

systemic　flow．
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