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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　高度右室低形成を示す，心室中隔欠損を伴わない肺動脈閉鎖症（以下PA・IVSと略）’）はしばしば右室

冠動脈交通を伴い．それが冠循環に悪影響を及ぼすため予後不良とされ，今のところ有効な初期治療は

確立されていない．今回，右室冠動脈交通を伴う，高度右室低形成を示すPA・IVS　3例に対する初期手

術として三尖弁閉鎖術を施行した．RVEDVIは症例1；17．6％of　Normal，症例2；23．9％of　Normal．

症例3；13．0％of　Normalで，3例とも右室圧は左室圧を凌駕し，右室造影で大動脈まで逆行性に造影

されるmajorな右室冠動脈交通を伴っていた．いずれもバルーンによる一時的三尖弁閉鎖試験を行い，

右室圧低下により右室冠動脈交通の大動脈への逆流が減少し，なおかつ虚血性変化のないことを確認し

た．一方，右室圧の極度の低下は見られなかった1）．そこで，それぞれ生後2カ月，3カ月，4カ月時に

三尖弁閉鎖術（症例2で右室内に血栓形成物質を充填）を施行した．術前に心電図上ST－Tの虚血性変

化を認めた症例1と2において術後その改善が認められた．症例1（3歳5カ月）と症例3（2歳11カ

月）でFontan手術（症例1はfenestrated）を施行し得た．しかし症例2は2歳頃より虚血性変化によ

る僧帽弁閉鎖不全の進行を認め，3歳8カ月で死亡した．

　以上より三尖弁閉鎖術は，急激に右室圧を低下させることなく右室の減圧が可能で，冠循環を改善さ

せる有効な初期治療法の一つと考えられた．しかし適応症例の選択や施行時期，閉鎖方法など本疾患の

冠動脈に対する対策については今後さらに検討する必要があると考えられた．

　　　　　　　　　はじめに

　心室中隔欠損を伴わない肺動脈閉鎖症（以下PA・

IVS）は1970年代後半のプロスタグランデインE1の臨

床への普及により，患児の状態が比較的安定した段階

で診断および初期の外科治療が行えるようになり，そ

の治療成績は飛躍的に向上してきた．しかしその中で，
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高度な右室低形成を伴ったPA・IVSは右室冠動脈交

通を伴う例があり，それが冠循環に悪影響を及ぼすた

め予後は不良で，今のところ有効な初期治療法は確立

されていない．

　今回我々は，右室冠動脈交通を伴う，高度右室低形

成を示すPA・IVS　3例に対する初期手術として，冠循

環の改善および急激な右室減圧によるcoronary　steal

を防ぐ目的で，三尖弁閉鎖術を施行し，そのうち2例

において後に機能的根治術（Fontan手術）を施行し得
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表1　三尖弁閉鎖術前の心臓カテーテル・心血管造影検査所見

症例1 症例2 症例3

Age 1months 21nonths Imonths

SP／DP（EDP）（mmHg）

　　　RV

　　　RV（三尖弁閉鎖時）

　　　LV

　　108／6（8）

（110t　recorded）

　　　72／1（5）

114／6（7）

92／23

69／－2（0）

133／　3（7）

94／　1

65／－1（4）

SaO2　in　FA 70．6％ 76．9％ 82．1％

LVEDVI（ml／m2）

　　　（％of　Normal）

64．2

（135％）

81．5

（170％）

88．3

（187％）

LVEF 61％ 58％ 54％

RVEDVI（ml／m2）

　　　（％of　Norma1）

　　7．3

（17．6％）

　10．0

（23．9％）

　　5．4

（13．0％）

Tricuspid　valve　diameter 5．7mm 5．4mm 8．6mm

RV　morphology　，Inlet
　　　　　　　　　　　　　　　Trabec　　　　　　　　　　　　　　，

　　　　　　　　　　　　　　，Outlet

（＋）

（＋）

（＋）

（＋）

（＋）

（＋）

（＋）

（一）

（＋）

RVDI 0．05 0．07 0．06

Velltriculo－Coronary
COmmuniCatiOn （＋）Major （＋）Major （＋）Major

MR（Sellers） grade　II grade　I trivial

ECG（ischemic　change） （＋） （＋） （一）

SP；収縮期圧，　DP：拡張期圧，　EDP；拡張末期圧，　RVDI；index　of　right　ventricular　development

（山口ら，1990），MR；mitral　valve　regurgetation

た．3症例の臨床経過について報告し，このような症

例に対する初期手術としての三尖弁閉鎖術の意義，問

題点について若干の文献的考察を加えて報告する．

　症例1：在胎37週，体重2，354gで出生．生下時より

心雑音を指摘され，同日当院へ紹介され入院となった．

心エコー図でPA・IVSと診断し，　PGEI投与を開始し

た．体重の増加を待って生後1カ月時心カテ・アンジ

オ検査を施行．右室はthree　portionとも認められるも

のの，trabecularおよびoutlet　portionは極めて低形

成で，右室拡張末期容積は正常の17．3％で，右室収縮

期圧（108mmHg）は左室収縮期圧（72mmHg）を凌駕

していた（表1）．また右室造影で，右室からsinusoid

を経由して回旋枝が，そしてさらに逆行性に上行大動

脈まで造影される右室冠動脈交通が明らかであった

（図1）．三尖弁輪径は5．7mmと小さく，山口らの提唱

する右室発達指数（RVDI）13）は0．05と極めて低値で

あった．以上より将来的に右室の発育は期待できず，

また早期の右室減圧が必要と考え，右室減圧目的で生

後2カ月時に三尖弁閉鎖術，central　shunt，　ASD拡大

術，そして心尖部に認められたfistulaの結紮術を施行

した．1年後の心電図では虚血性変化と思われるST・

T変化の改善が認められた（図2a）．

　2歳11カ月の心カテ・アンジオ検査で，平均肺動脈

圧10mmHg，　PA　index　364，肺血管抵抗3．3単位・m2，

左室駆出率50％，僧帽弁閉鎖不全2度と，high　riskな

がらも機能的根治術（Fontan手術）の適応と判断し

た．

　3歳5カ月時（体重15．5kg）に直径4mmのfenes－

trated　Fontan（modified）を施行し（図3a），術後経

過は良好で2カ月後に退院した（表2）．その1カ月後

に脳塞栓症を起こし左不全片麻痺を残したが心機能は

良好で，現在リハビリテーション中である．

　症例2：在胎28週，胎児切迫仮死のため帝王切開で

出生（体重2，200g）．生下時よりチアノーゼが認めら

れ，生後4日目当院NICUに紹介され入院となった．

心エコー図でPA・IVSと診断しPGE1投与を開始し

た．生後2カ月時心カテ・アンジオ検査（表1）では

右室拡張末期容積は正常の23．9％と低形成で，右室収

縮期圧（114mmHg）は左室収縮期圧（69mmHg）を大

きく上回っていた．また右室造影で逆行性に上行大動
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　　　　　　　　　　　　図1　右室造影（症例1）

右室から類洞を経由して回旋枝が，そしてさらに逆行性に上行大動脈まで造影された．

脈まで造影される右室冠動脈交通が認められた（図

4）．生後3カ月時心カテ・アンジオ検査の時，三尖弁

閉鎖術の適応の有無を判断する目的で，バルーンカ

テーテルによる一時的三尖弁閉鎖試験を行った．三尖

弁閉鎖時，右室収縮期圧は114mmHgから92mmHgへ

低下し，右室冠動脈交通での逆流は明らかに減少，ま

た心電図上も明らかな虚血性変化は出現せず，三尖弁

閉鎖術の適応ありと判断した．生後3カ月，三尖弁パッ

チ閉鎖術（右室腔内にclotting物質としてアイバロン

を充填）．同時に動脈管結紮術，ASD拡大術施行．2カ

【症例1　】

P　reoperative　D　ata　（F　ontan’soperation）

Age
B　Ody　Weight

BSA

　

9
2

m　

k
皿

1

　
5
7

1
・
6

y
5
°

2
1
0

皿ean　PAP（㎜H9） 10
・一一一　一ラ≡≡≡≡’一一一一，一　一▼一一’ 一≡≡一一一■一≡一一一一一〔一一■≡≡一≡≡≡≡一一’

PA　index 364
一一一一一一一一’●’一一一一一一一一一一r－← ・“－s一一一一“’一一一一一一一一≡一←一一一一一一一

PVR（U・m2） 3．3

LVEDVI（m1／m） 159．7
（％of　Norma1） （273％）

一一一一　一　“≡一一’一≡一一一一’一一一≡甲 ≡一≡■■一一一一一一一≡一一≡s≡’一一一一一一一一一

1．VEF 50％
一一一一一一一一一’一一一一一■一一一一一一一 一一一≡－F－一一一一一一一一一一一・一一一＝一≡一一一

LVEDP（㎜H9） 7

MR（Sellers） grade　II

EKG（ST－T　change） （＋）Twave　inversion

Tl－scintigrap｝W perfusion　defect（一）

previous　operation ；at　2　months；

TV　closure

central　shunt

fistula　ligation

atrial　SepteCtOmy

《EKG》
◎三尖弁閉鎖術前

＞3　＞4　V5　V6

◎三尖弁閉鎖術後（1年）

PVR；pulmonary　vascular　resistance

図2a
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　【症例2】
Preoperative　D　ata

　　　Age
　　　Body　Weight

　　　BSA

　
　
き

　

9
皿

m　
h
4

7
y
口
口

2
8
0

匝ean　PAP（m皿Hg）

PA　index

PVR（U・M2）

LVEDVI（m1／M2）
（％　of　Nor皿a1）

LVEF
LVEDP（㎜H9）

MR（Sellers）

EKG（ST－T　change）

21

293

8．0

301．4
（530％）

　29％

　13

Perfusion　defect（十）

Previous　oPeration；at　2m；rt－BT　shunt

at　3m；TV　closure

　　PDA　l　igation

　　atrial　septectorny
atllm；lt－BT　shunt

at　2yOm；

　　MV　annu　10Plasty

　　central　shunt

　　　　《EKG》
◎三尖弁閉鎖術前

　V3／2　V4／2　V5／2　V6／2

◎三尖弁閉鎖術後（2か月）

529－（47）

図2b

　　　　　　【症イ列3】

Preoperative　D　ata（Fontan’soperation）

　　　　　　　Age　　　　　2y10m
　　　　　　　Body　Weight　10．2kg
　　　　　　　BSA　　　　　O．51m2

mean　PAP（mmHg）

PA　index

PVR（U・m2）

LVEDVI（m1／m2）
　（％　　of　Normal）

LVEF（％）

LVEDP（mmHg）

MR（Sellers）

EKG（ST－T　change）

　　　　　4

　　　　304
（RPA；6．Omm，　LPA；10．9mm）

　　　　2．0

3
）
一
　
一

゜
％
一
％
一

3
一
b
一
　
　
．

　
　
一
3
’
6

ひd
－
占
一
　
　
’

　
　
一
5
「

1
0
心
一
　
　
一

　
（
　

perfusion　defect　（一）

previous　operation；at　lm；rt－BT　shunt

at　4m；TV　closure

　　　central　shunt

　　　BT　ligation

　　　atrial　septectomy

rべ

《PA－DSA》

購

、

ジ

図2c
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【症イ列1】

CC＆ACG　Data　after　Fontan

　　　　　　　；Pressure（mmH9）l　SO（％）　　　　　　　：

mPA
百　　i49．7　　　　‘

＿
　　　　　1

RA g　　i44・5
＿　　　　　1

SVC g　　i47・5

工VC

FA
Ao（Asc）

　　　一　　　i　　　　　　　l46．3　　　8

　　　　　　　…

　　　　　　　i74．6
　　　　　　　1　　　　　－

81／52　651　　　　　　　；

LV
　　　　　　　●81／0（3）i　　　　　　　‘

LVEDVI ；　　94．6m1／m2
（％of　Normal） （155％）

LVEF ；　　35％

SVC

　　closed　　　　、・／

　　ASD
（fenestrated）t

closed

　TV

：Ao

勤

多

lVC

・へλ、

PA、sい・・

ド

fistula

ligation

図3a

【症イ列3】

CC＆ACG　Dataafter　Fontan

Pressure（㎜Hg）　SO（％）

Ao（Asc）　91／60

0（3）

LVEDVI；　　74．2ml／m2
（％　of　Normal）　　　（1　26％）

図3b

月後には心電図上も改善が見られた（図2b）が，2歳

頃より心筋の虚血性変化の影響と思われる僧帽弁逆流

が次第に増強し，僧帽弁弁輪縫縮術を施行したが改善

は見られなかった．2歳7カ月の検査では（図2b）平

均肺動脈圧21mmHg，　PA　index　293，肺血管抵抗8．0

単位・m2，左室駆出率29％，僧帽弁閉鎖不全3度で，
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表2　Results　of　TV　closure

症．例1 症例2 症例3

De6nitive　repair

　　Procedure

　　Age

　　Body　weight

　　BSA

　modi6ed　folltan
　（fellestrated）

＋MV　annuloplasty

　　　　　3y5m

　　　　15．5kg

　　　　O．67m2

（no　illdicatiol1）

　　　　　一

　　　　　一

modified　fontan
　＋R－PA　plasty

　　　2yllm

　　　lO．2kg

　　　⑪．51m2

TV　closure

　Age
　CIOtting　material

　inRV
　TVclosure－Fontan

2m
（一）

3y3m

3m
（＋）

ibalon

　一

4m
（一）

2y7m

Follow・up 2y7m 一 7m

Outcome Alive Died Alive

Complications Hemiplegia　due　to
cerebral　embolism
at　3　m　after　fontan

（Death　at　3　y　8m）

融

ぽ
藷

　　　　　　．轡

　　　　勘麟∴

　　　囎　　　糞

　　　劇鯵醸

㌶鵜緊撫＿

右室から右冠動脈が，

や

　薮

　ゼ

轟
s．．，．m。n

　　戴≧愚
一ご… 鍬灘熱壁緯

　　図4　右室造影（症例2）

そしてさらに逆流して上行大動脈が造影された．

Thallium心筋imagingで（図5）左室後壁から下壁に

かけて潅流欠損域を認め，Fontan手術の適応なしと

判断した．3歳8カ月時に自宅で急変し失った．

　症例3：在胎39週，2，714gで出生．生後10時間頃よ

りチアノーゼ出現．生後1日目当院NICUに紹介され

入院となった．PA・IVSと診断しPGE1投与を開始し

た．生後1カ月時心カテ・アンジオ検査を施行した．

右室はtrabecular　portionが欠損しており，右室拡張

末期容積は正常の13．0％と極めて低形成で，右室収縮

期圧（133mmHg）は左室収縮期圧（65mmHg）を大き

く上回っていた（表1）．右室造影では逆行性に上行大

動脈が造影される右室冠動脈交通が認められ，三尖弁

輪径8．4mm，　RVDI　O．06と低値であった．同時にバ

ルーンカテーテルによる三尖弁の一時的閉鎖試験を行

い，右室収縮期圧は133mmHg（閉鎖前）から92mmHg

（閉鎖時）へ低下し，右室から冠動脈への逆流も閉鎖前

に比し閉鎖時において減少する所見が認められ，その

適応ありと判断した（図6）．生後1カ月の時，右BT

shunt術を施行した．生後4カ月の時，三尖弁パッチ閉

鎖術，AP　shunt術，　ASD拡大術を施行した．2歳10

カ月の心カテ・アンジオ検査で図2cに示すように右肺

動脈の低形成を認めたが，平均肺動脈圧4mmHg，　PA

Presented by Medical*Online



532－（50）
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Short　axis
図5　（症例2）

index　304，肺血管抵抗2．0単位・m2，左室駆出率53％

で，心電図，タリウム心筋imagingで明らかな虚血性

変化は認められずFontan手術の適応と判断した．

　2歳11カ月時，Fontan手術を施行．上大静脈を離断

し，パッチで拡大した右肺動脈と端側吻合を行い，

ASD直接縫合しfenestrationはおこなわなかった（図

3b）．術後経過は良好で，1カ月後に退院した．術後の

検査では平均肺動脈圧10mmHg，左室駆出率43％と比

較的良好で，現在外来にて経過観察中である．

　　　　　　　　　　考　　察

　PA・IVSにおける右室冠動脈交通の合併は約半数

（37～56％）1）～3）にみられ，臨床的に意味を持つmajor

なものに限ると24～38％1）4）5）にみられるとされる．こ

のような症例では，右室からの低酸素血が冠動脈に流

れ込むため心筋の虚血が起こり，虚血性心筋障害を起

こす可能性があり，したがって早期に右室の減圧を行

う必要がある．しかし右室造影により逆行性に大動脈

起始部が造影されるようがmajor　communicationの

日本小児循環器学会雑誌第11巻第4号

合併例では，急激な右室減圧によりcoronary　stealが

起こり，心筋の虚血を招く恐れがあるとされており6），

その有効な初期治療法はいまだ確立されておらず，予

後不良と言わざるを得ない．

　初期治療方針として，右室を減圧しないという意味

で体一肺動脈短絡術のみを行い，弁切開，右室流出路

再建の適応から除外する報告も多い1｝7）．しかしその場

合，coronary　stealは回避できるが右室圧高値は持続

するため，将来冠動脈内腔の肥厚や狭小化，心筋虚血

など致命的な悪影響が考えられ，右室冠動脈交通に対

して早期に何らかの処置を行う必要がある．Squitieri

ら8）はその処置として，三尖弁の切除術または切開術

を行い，右室は体血圧以下にまで低下しsinusoidも減

少あるいは消失し良好な結果が得られたと報告してい

るが，この方法も急激な減圧が起きればcoronary

stealの危険があると考えられる．

　1984年Waldmanら9｝は高度右室低形成で右室と冠

動脈のmajor　communicationを伴ったPA・IVSに対

し，急激な右室減圧を避け，なおかつ冠循環を改善さ

せる目的で三尖弁閉鎖術を施行し良好な結果を得たと

報告した．今回我々は，右室拡張末期容積が正常の

13．0～23．9％と著しい右室低形成のPA・IVS　3例に

対し，右室冠動脈交通に対する初期治療として三尖弁

閉鎖術を施行し，その内の2例において後に機能的根

治術（Fontan手術）を施行しえた．三尖弁閉鎖術は，

右室流出路形成術や三尖弁切除術での急激な右室減圧

によるcoronary　stealを防止し，適度な右室減圧によ

る冠循環の改善が期待できる有効な手段と考えられ

た．

　三尖弁閉鎖術の問題点としては，1）適応症例の選択

で，Willamsら1°）は三尖弁閉鎖術を施行した右室冠動

脈交通を伴うPA・IVS　12例中，死亡した5例全例に

冠動脈の狭窄や離断（主に前下行枝に多く見られる）

など冠動脈奇形が認められ，このような症例では支配

領域は常に右室からの血流のみに頼っており（RV

dependent　coronary　circulation），三尖弁を閉鎖する

ことにより右室を経由する末梢側冠動脈領域への血流

が途絶える可能性があり，三尖弁閉鎖術の適応から除

外すべきであると報告している．これらを判断するた

めには，術前に選択的冠動脈造影により冠動脈の狭窄

や離断の有無を確認したり，バルーンカテーテルによ

る一時的な三尖弁閉鎖試験を行い，虚血性変化の出現

の有無を確認したり，閉鎖状態で再度選択的冠動脈造

影を施行し冠血流を評価する方法が有効と考えられ
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　　　　　図6　右室造影（症例3；

バルーンカテーテルによる一時的三尖弁閉鎖試験で，右室収縮期圧は133mmHg（閉鎖

前）から92mmllg（閉鎖時）へと低下が認められ，冠動脈への逆流も閉鎖前（上段）

に比し閉鎖時（下段）において軽減する所見が認められた．

る．また本症に対する初期治療としては，できるだけ

将来のbiventricular　repairを目指したものであるべ

きで，三尖弁閉鎖術を施行するにおいては，Bullら11）

のtripartite　classificationによる右室形態や，右室拡

張末期容積，三尖弁輪径，最近ではLewisら’2）のRVI

（index　of　right　ventricular　cavity　size）や，山口ら13）

のRVDI（index　of　right　ventricular　development）

など新しい指標が報告されており，これらにより右室

発育の可能性を正確に総合的に評価した上で行う必要

があると考えられる．少なくとも右室拡張末期容積が

正常の30％以上の症例は三尖弁閉鎖術の適応から除外

すべきで，それ以下の著明な低形成を示す症例に限る

べきであると考える．その際正常期待値の算出方法に

はRawlattら14），岸本ら15），　Bullら11）の方法があり，

用いる方法により正常期待値を基準とした％値が大き

く異なるため注意が必要である．2）施行時期では，今

回の3症例においては生後4カ月と最も遅くに閉鎖術

を行ったが心電図上虚血性変化の出現する前に行った

症例3で最も経過が順調であったことを考えると，適

応症例に対しては出来るだけ早期に（可能なら虚血性

変化をきたす前に）閉鎖術を行うなど症例により施行

時期を考慮する必要があるのではないかと考えられ

る．3）閉鎖方法では，clotting物質を使用した症例2

を左室機能不全で失ったが，右室内血栓の影響も考え

られ，clotting物質を使用するか否か，また右室内腔を

direct　sutureしたほうが良いかなど，閉鎖方法に関し
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て今後検討する必要があると考えられる．

　　　　　　　　　　　　　まとめ

　1）高度右室低形成，右室冠動脈交通を伴う純型肺動

脈閉鎖症3例に三尖弁閉鎖術を施行し，そのうちの2

例で後に機能的根治術（Fontan手術）を施行し得た．

　2）三尖弁閉鎖術は，急激に右室圧を下げることなく

右室減圧が可能で，冠循環を改善させる有効な初期治

療法の一つと考えられた．

　3）三尖弁閉鎖術を施行するにあたっては，その適応

症例を的確に選択する必要があり，またその閉鎖時期

や閉鎖方法など本疾患の冠動脈に対する対策について

はさらに検討する必要があると考えられた．

　なお本論文の要旨は第29回日本小児循環器学会総会

（1993年，横浜）において発表した．
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Tricuspid　Valve　Closure　for　Pulmonary　Atresia　and　Intact　Ventricular

　　　　　　Septum，　with　Severely　Hypoplastic　Right　Ventricle　and

　　　　　　　　　　　　Right　Ventriculocoronary　Communication

　　　　Kenji　Waki1），　Nakao　Konishii｝，　Hideo　Mawatarii），　Kiyoshi　Baba1），

　　　　　　　　　　　　　　　Yoshio　Kanzaki2）and　Mutsuo　Tanaka3）

Division　of　Pediatricsl），　Division　of　Cardiovascular　Surgery2），　Heart　Institute，　and

　　　　　　　　　　Departlnent　of　Pediatrics3），　Kurashiki　Central　Hospital

　　　Pulmonary　atresia　and　intact　ventricular　septum（PA・IVS）with　severely　hypoplastic　right

ventricle　is　often　associated　with　right　ventriculo－coronary　communication，　which　exerts　is－

chemia　on　myocardium．　The　prognosis　of　these　patients　has　been　extremely　poor，　but　the　optimal

surgical　procedure　in　the　early　stage　has　not　been　established　yet．　In　three　patients　with　this　type

of　PA・IVS，　we　have　performed　closure　of　the　tricuspid　valve　as　a　part　of　an　early　stage

palliation．　RVEDVI　of　the　three　cases　were　17．6％（case　1），23．9％（case　2），　and　13．0％（case　3），

and　all　of　them　had　severe　right　ventricular　hypertention　and‘‘major”RV－coronary　communica．

tion　through　which　the　ascending　aorta　was　opacified　retrogradely　after　RV　injection．　The

closure　of　the　tricuspid　valve　was　performed　at　2　months，3months，　and　4　months　of　age，

respectively，　with　assurance　that　there　was　no　ischemic　change　during　transient　closure　of　the

tricuspid　valve　by　the　balloon　catheter．　In　case　l　and　case　2，　who　had　had　the　ischemic　change

on　the　preoperative　ECG，　the　improvement　of　that　change　was　observed．　Two　patients　subse－

quently　underwent　successful　Fontan　operations　at　3　years　5　months　of　age（case　1，　fenestrated）

and　at　2　years　l　l　months　of　age（case　3），　but　in　case　2，　the　progressive　mitral　valve　regurgetation

due　to　myocardial　ischemic　damage　was　observed，　and　she　died　at　3　years　8　months　of　age．　We

think　that　tricuspid　valve　closure　is　one　of　the　effective　palliations　in　the　early　stage，　because　the

procedure　is　able　to　improve　the　coronary　circulation　by　RV　decompression　without　rapid

decrease　of　RV　pressure．　But　more　investigation　is　needed　about　the　indication，　timing，　and

method　of　the　tricuspid　valve　closure．
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