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乳児期心室中隔欠損閉鎖術の長期予後に関する検討

（平成7年3月27日受付）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　乳児期単純心室中隔欠損の一期的根治手術症例23例の長期遠隔予後について検討した．平均手術時月

齢，手術時体重，術後観察期間はそれぞれ6．3±3．0カ月，5．1±1．4kg，11．2±2．2年であった．欠損部位

は肺動脈弁下部が7例，他は全例膜様部を中心とした欠損で，その大きさは平均9．0±2．Ommであった．

術前臨床症状としては，著しい体重増加不良を21例（91％）に，多呼吸や陥没呼吸などの呼吸不全症状

を12例（52％）に認めた．特に生後5カ月までに手術を必要とした症例では，人工呼吸器の装着や鼻腔

チューブによる栄養など術前管理に難渋する症例が多かった．遠隔期評価時には全例無症状であったが，

呼吸不全症状が強かった症例では比較的遠隔期まで喘鳴などの呼吸器症状が残存する傾向があった．遠

隔期検査所見では，心電図上完全右脚ブロックを7例（30％）に認め，このうち2例は2枝ブロックを

示していた．ホルター心電図検査では2例に房室ブロック（II度），1例に上室性および心室性の期外収

縮を認めた．超音波検査では軽度の三尖弁逆流を6例（26％），心室中隔欠損の遺残短絡を1例（4％）

に認めた．肺高血圧の残存は認めなかった．乳児期心室中隔欠損閉鎖術の遠隔期予後は良好で，手術時

期による影響は認めなかった．しかしながら術前からの呼吸不全症状が強い症例では，比較的遠隔期ま

で喘鳴や感染時の呼吸障害などが残存することがあり，このような症例では早期からの積極的な手術が

望ましいと考えられた．

　　　　　　　　　緒　　言

　近年，先天性心疾患領域における外科治療成績の向

上に伴い，種々の疾患に対する手術時年齢も低下しつ

つある．心室中隔欠損（以下VSD）においても，心不

全症状を認める症例に対しては早期から積極的な外科

治療が行われており1），その手術成績や遠隔予後も良

好とする報告は多い2）～4）．しかしながら乳児期早期の

手術症例の中には，術前から著しい呼吸器症状を呈す

るものがあり，このような症例では手術ばかりでなく

術前後の管理にも難渋する5）．そこで今回，当院にて乳

児期に手術を施行したVSD症例の遠隔予後について
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検討し，その術前状態との関係について考察したので

報告する．

　　　　　　　　対象および方法

　当院第1外科にて心筋保護法および乳児期VSDに

対する一期的根治術の方針が確立された1978年から

1987年までの10年間に，血行動態上問題となるような

他の心奇形の合併症例を除く乳児期単純VSD手術症

例は26例であった．このうち非心室切開にてアプロー

チし，現在まで追跡可能な23例（男15例，女8例）を

対象とした．全例，術前に，d臓カテーテル検査および

心血管造影検査を施行した．VSDの内訳は，肺動脈弁

下部欠損（Kirklin分類；1型）が7例，他は全例膜様

部を中心とした欠損（II型）であった．合併心病変と

しては動脈管開存を5例（21％），外科的処置を必要と
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しない軽度の肺動脈弁狭窄を2例（8％），大動脈2尖

弁を1例（4％）に認めた．また2例はダウン症候群

であった．術後観察期間は7年8カ月～16年10カ月（平

均11．2±2．2年）であった．

　これらの症例の術前，術後遠隔期での臨床症状・身

体発育・胸部レントゲン・心電図・心臓超音波検査に

ついて検討した．

　　　　　　　　　　結　　果

　1．術前評価

　1）症例背景

　手術時月齢は2～11カ月（6．3±3．0カ月）で，生後

5カ月までの乳児期早期の手術症例は9例（39％）で

あった（図1）．手術時体重は2，810～7，800g（5，164±

1，404g）（図2），－2．OSD以下の著しい体重増加不良

を21例（91％）に認めた．臨床症状としては，多呼吸

や陥没呼吸などの呼吸不全症状を12例（52％）に認め，

2例では呼吸不全から人工呼吸管理を必要とした．

　2）術前検査所見

　胸部レントゲン写真では，心胸郭比（CTR）は

54～73％（60．0±4．7％）で，13例（57％）が60％以上

の心拡大を呈していた．心電図検査では，15例（65％）

に両室肥大を，7例（30％）に右室肥大もしくはその
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図1　手術時月齢分布．手術時月齢は，3～5カ月と

　9～11カ月にピークを有する二峰性を呈していた．
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図2　手術時体重分布．手術時体重は，3kg台が最も多

　かったが特徴的な体重分布は認めなかった．
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疑いを，1例（4％）に左室肥大を認めた．心臓カテー

テル検査結果では，肺体血流比は1．30～5．08（3．02±

1．19），肺体血管抵抗比はO．03～0．77（0．24±O．18），

肺体血圧比はO．35～1．14（0．70±0．25）であった．

　2．手術および術後経過

　1型の7例は肺動脈切開，他は全例右房切開にて経

肺動脈弁，経三尖弁的にVSDを閉鎖した．初期のII型

の2例は直接閉鎖を行ったが，他は全例パッチによる

閉鎖術を施行した．術中に計測したVSDの大きさは

5～13mm（9．0±2．Omm）で，8mm以上の症例を16

例（70％）に認めた．

　術後合併症としては一過性の痙攣を2例に，低心拍

出症候群とカテーテル挿入による上大静脈閉塞をそれ

ぞれ1例に認めたが全例問題なく改善した．2例

（9％）でVSDの遺残短絡を認め，1例は術後19日目

に再手術を施行，他の1例は短絡量も少ないことから

経過観察中である．入院期間は，9～79日（22．3±18．9

日）であった．

　3．術後遠隔期評価

　ダウン症の2例を除き，身長および体重は一1．OSD

以上と正常に復していた．また症状を有していたり服

薬が必要な症例はなかった．学校での生活は他児と同

様に行っており，管理区分は全例E区分であった．

　胸部レントゲン写真では，CTR　56％以上の心拡大を

呈した症例は認めなかった．

　安静時心電図検査では明らかな心房負荷や心室肥大

の所見はなかったが，7例（30％）に完全右脚ブロッ

クを認め，このうち2例は左軸偏位も合併していたこ

とから2枝ブロックと考えられた．13例に対し行った

ホルター心電図検査では，2例に2度房室ブロック（1

例はWenchebach型，1例はMobitz　II型）を，1例

に上室性と心室性の期外収縮（Lown　I）を認めた．

　心臓超音波検査では，全例左室の収縮は良好で心室

機能の異常を疑わせる症例は認めなかった．カラード

プラー検査にて三尖弁逆流を6例（26％）に認めたが，

全例カラーシグナルの到達距離は右房後壁までの半分

以下と軽度であり，最大逆流速度も3．Om／sec．以下で

肺高血圧の残存や右室圧負荷を示唆する所見は認めな

かった．また2例で認めた術前からの軽度の肺動脈弁

狭窄（最大血流速度2m／sec．）も変化なく，　VSDの遺

残短絡を1例（4％）に認めるのみであった．

　　　　　　　　　　考　　案

　今回の検討では，術前に認めた体重増加不良はダウ

ン症を除く全例で改善していた．佐野ら6）はVSDと
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ファロー四徴の遠隔期評価の検討から，術前に長期に

わたり著しい発育不全を認めた症例では遠隔期にも発

育障害が残存する可能性を示唆しているが，今回の乳

児期VSDを対象とした検討では発育障害は改善して

おり早期からの積極的な手術が効を奏したものと考え

られる．

　VSD手術後の完全右脚ブロックの出現率に関して

は，非心室切開によるアプローチ法でも23％7）～62％5）

と報告によりさまざまである．以前の我々の施設での

年長児を含めた検討では8），非心室切開によるVSD閉

鎖術後の完全右脚ブロックの出現率は18．5％であり，

心室切開による出現率の39．3％の半数以下であった．

今回の検討ではその出現率が30％と上回っていたが，

その内訳は全例II型のVSDでかつ欠損孔の大きさが

8mm以上であったことから，体格が小さい上に欠損孔

が大きいことによる手術侵襲が伝導路の障害に影響を

及ぼしたものと考えられる．一方，不整脈に関する検

討では，安静時およびホルター心電図検査で重篤な心

室性不整脈は認めなかった．心室切開部の心筋の線維

化が遠隔期の心室性不整脈の出現に関係しているとす

る報告も多く9・　）”11），我々の非心室切開でアプローチす

る方針が良好な結果をもたらしたものと思われる．ま

た2度の房室ブロックを認めた2症例は，外来での12

誘導安静時心電図検査では常に正常伝導であったが，

術中の体外循環離脱直後の心電図で一過性の房室伝導

障害を認めた症例でもあった．術中および術直後に認

めた房室ブロックが遠隔期に完全房室ブロックに進行

したとする報告5）もあり，このような症例に対しては

安静時心電図だけではなくホルター心電図なども用い

た遠隔期までの注意深い経過観察が必要であると思わ

れる．

　Meijboomら12）は，乳幼児期VSD手術後遠隔期の

評価で全体の65％に心エコー上の異常があり，特に僧

帽弁閉鎖不全や左室流出路狭窄などの左心系の異常が

多く出現していると報告している．今回の我々の検討

では，左心系の異常は術前から大動脈二尖弁と診断さ

れた1例のみであり，術後に新たに出現した病変は認

めなかった．一方右心系の評価で認めた三尖弁逆流に

関しては，術後急性期には14例に認められていたにも

かかわらず8例では遠隔期には消失していた．また遠

隔期まで残存した6例中5例はII型のVSDであり，

4例までが径IOmm以上の欠損孔であったことなどか

ら，経三尖弁的にアプローチすることによる手術侵襲

等が術後の三尖弁逆流の出現に影響しているものと考

45　（45）

えられる．肺高血圧に関しては，今回の検討では心エ

コー上肺高血圧の存在を疑わす所見は認めなかった．

乳児期VSD手術後遠隔期に肺高血圧が改善するとす

る報告は多い5）7）12）．しかしながらIkawaら13）は，高手

術時年齢が運動時肺血管抵抗の上昇に関係することを

報告しており，乳児期に症状を有するVSD症例の手

術時期を遅らせることなく，また手術後は遠隔期まで

の注意深い経過観察が必要であると思われる．

　今回の検討から乳児期VSDの遠隔期評価は良好な

ものであった．しかしながら，乳児期早期の手術症例

は術前からの著しい呼吸器症状に加え低栄養状態な

ど，手術ばかりでなくその術前術後管理に難渋するこ

とは日常経験することである．門間ら14）の検討では，乳

児期VSDの自然死亡は呼吸器症状との関係が強く，

生後3～7カ月にそのピークを有しており5カ月まで

の症例がほぼ半数を占めている．そこで今回の検討を，

5カ月までの乳児期早期手術症例9例と以後の手術症

例14例に分けて検討してみた．

　術前状態の比較では（表1），早期手術例9例のうち

2例が人工呼吸管理を必要とし，4例は著しい呼吸器

症状から時々チアノーゼを認め，4例は自力哺乳困難

なことから鼻腔チューブ栄養を必要とした症例であっ

た．このような症状は生後5カ月以後で手術を行った

症例では認めず，早期手術症例における術前管理の重

要性が示唆された．しかしながらCTRや心電図所見，

表1　術前症例背景

（）；％

手術時月齢
計

〈5カ月 5カ月≦

症例数 23（100） 9（39） 14（61）

症状および管理

人工呼吸器装着 2（9） 2（9） 0（0）

呼吸性チアノーゼ 4（17） 4（17） 0（0）

チューブ栄養 4（17） 4（17） 0（0）

胸部レントゲン写真

CTR＞60％ 13（57） 6（26） 7（30）

心電図

両室肥大 15（65） 5（22） 10（43）

右室肥大 7（30） 4（17） 3（13）

左室肥大 1（4） 0（0） 1（4）

心臓カテーテル検査

Qp／Qs 3．02±1．19 3．38±1．32 2．79±1．08

Rp／Rs 0．24±0．18 0．19±0．22 0．27±0．15

Pp／Ps 0．70±0．25 0．66±0．28 0．73±0．23

Qp／Qs：肺対体血流比，　Rp／Rs；肺対体血管抵抗比，　Pp／

Ps；肺対体血圧比
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表2　遠隔期検査結果

（）：％

手術時月齢
計

〈5ヵ月 5カ月≦

症例数 23（100） 9（39） 14（61）

12誘導心電図

RBBB 5（22） 2（9） 3（13）

RBBB＋LAD 2（9） 2（9） 0（0）

ボルター心電図（n＝13）

A・Vblock（II） 2（15） 0（0） 2（15）

PAC，　PVC 1（8） 1（8） 0（0）

、

’し・エコー

TR 6（26） 2（9） 4（17）

PS 2（9） 2（9） 0（0）

VSD 1（4） 0（0） 1（4）

CRBBB；完全右脚ブロック，LAD；左軸偏位，　A－V　block；

房室ブロック，TR：三尖弁逆流，　PS：肺動脈狭窄，　VSD：

心室中隔欠損

心臓カテーテル検査による各種血行動態的指標には両

群間に差は認めず，臨床症状が手術時期を決定する重

要な要因であると考えられる．一方，術前に認めた呼

吸器症状は遠隔期には全例で消失していたが，7例で

は術後3～5年までは喘鳴や呼吸器感染時の呼吸障害

を主訴に受診する機会が多く，このうち5例は生後5

カ月までに手術を行った症例であった．遠隔期の評価

では（表2），術前に認めた臨床症状は全例で消失し，

各種検査結果においても両群間に有意な差は認めな

かった．以上より，乳児期VSD手術症例の遠隔予後は

手術時期に関係なく安定したものと考えられるが，術

前から著しい呼吸器症状を呈した症例では比較的遠隔

期まで患児の呼吸器症状に影響を及ぼすものと思わ

れ，このような症例では早期からの積極的な手術が望

ましいと考えられた．
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Long－Term　Results　After　Surgical　Closure　of　Ventricular　Septal　Defect　in　Infancy

Tohru　Matsushita1），　Tetsuya　Sanol），　Toru　Nakajimai），　Yasuhisa　Shimazaki2），

Makoto　Takeuchi1），　Shunji　Kurotobii），　Shigetoyo　Kogaki1），　Keishi　Kadoba2），

　　　　　　　　　Jun　Arisawa3），　Hikaru　Matsuda2）and　Shintaro　Okada’）

　　　Departments　of　Pediatricsl），　Radiology3）and　First　Department　of　Surgery2），

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0saka　University　Medical　Schoo1

　　　We　studied　the　long－term　results　of　twenty－three　infants　after　primary　repair　of　a　ventricular

septal　defect　with　a　mean　follow－up　period　of　11．2years．　The　mean　age　and　weight　at　operation

were　6．3±3．Omonths　and　5．1±1．4kg，　respectively．　Severe　failure　to　thrive　was　recognized

in　21（91％）and　respiratory　failure　in　12（52％）．　In　long－term　follow－up，　complete　right　bundle

branch　block　developed　in　seven（30％）and　two　of　them　had　bifascicular　block．　On　24－hour

Holter　electrocardiography　（n＝13），　atrio－ventricular　block　was　recognized　in　two　su－

praventricular　and　ventricular　premature　contraction　were　in　one．　Echocardiography　demon－

strated　mild　tricuspid　regurgitation　in　six（26％）and　a　small　residual　shunt　in　one（4％）．　These

results　demonstrated　that　the　long－term　result　after　primary　repair　of　a　ventricular　septal　defect

in　infants　was　good　and　was　not　influenced　by　the　age　at　operation．
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