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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　Fallot四徴症（TF）心内修復術後の右室肥大（RVH）の回復について心電図経過をもとに検討を行っ

た．右脚ブロック（RBBB）を防止する術式を行って成功した症例のうち術後10年以上継続的に経過観

察されている30例（手術時年齢1から8歳）を対象とし，平均QRS電気軸，　RV1のpattern，　RVI，　SV1，

RV，，　SV，の電位，　V1でのR／S比について経時的変化を検討し，　RVHの回復に影響を及ぼす術前後の

因子の究明を試みた．QRS幅0．08秒以下を脚ブロックなしとした．30例の術後の収縮期右室体血圧比は

0．57±0．15であり，心外導管を用いた2例は再手術を必要としたが，他の28例はNYHA　class　Iである．

術前心電図ではV1はRS型ll例，　Rs型10例，　QR型1例とR波優位の症例が多かった．　V1のR／S比は

0．19から・・（R型）でR型（・・）の4例を除いた平均は4．73であった．平均QRS軸は平均127．8±5．1度

（mean±SE）で140度以上の強い右軸偏位は7例に認められ，このうち1例はNorth－West軸であった．

RV1は術前2．00±0．17mVから術後2カ月には1．12±0．08mVへ低下した．多くの症例で1年以内に1．O

mV以下となったが，遠隔期においても高電位の症例も認められた．SV1は術前0．85mVから2カ月目に

0．25±0．06mVに低下し，以後上昇傾向を認め，1年後には0．68±0．09mVとなった．平均QRS軸は術

前127．8±5．1度から術後2カ月に94．2±9．5度，3カ月には88．3±4．7度と正常化した．これらを総合的

に判断すると右室肥大は術後1年以内に10例，4年以内にさらに11例，10年目までにさらに2例におい

て回復と判断された．回復に要した期間は手術時年齢，術前のPaO2，　Hb値，　CTR，また右室流出路再

建法とは相関を認めなかった．術後の収縮期右室体血圧比とも有意な相関は認められなかった．10年後

にも右室肥大を残した7例は術前心電図上RV1が2．43±0．40mVと高電位で，　QRS軸は150．1±14．1度

と高度の右軸偏位を示した．また，術前VユにQ波を認めた症例は術後もQ波が残り，RV1も高電位で

あった．両心室の負荷に対する適応はCTRの変化とも一致してほぼ術後1年以内に大半が完成し，残り

も術後4ないし5年目には完成すると考えられた．また，最近の乳児期手術症例12例において同様の検

討を行ったところ，8例が1年以内にRVH回復を認め，残りも4年以内に回復した．

　TF術後にRVHは30例中23例に於いて回復した．術前心電図上高度の右軸偏位，　V1でのQ波，高い

R波を認める症例は既に右室肥大が進行しており，充分な流出路狭窄解除を行ってもRVHは回復しが

たい．これに対して乳児期に一期的修復術が可能な症例では心筋の肥厚，繊維化が少ないため，術後の

RVH回復という点からより有利と考えられた．
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　　　　　循環器小児外科　　　　　手塚　光洋

　　　　　　　　はじめに

近年，Fallot四徴症の心内修復術成績は解剖学的研
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究が進み1），術式の標準化2）や心筋保護法の向上に伴い

きわめて安定し，手術成績のみならず，遠隔期での心

機能についても論じられるようになった3）～5）．さらに

従来であれば短絡手術の適応であった乳児期にも安全

に心内修復術を行い得るようになっている6）～1°｝．しか

しながら，この様にして修復された患児の心筋，特に

術前高い右室圧とチアノーゼにさらされた右室が術後

はたして正常化するか否か，すなわち，圧負荷と容量

負荷を解除すると右室肥大は回復するのかどうか，と

言う点についてはさだかではなかった．また，正常化

するならそれは術後どの時期なのかについては不明で

あった．今回著者はこれらの点について心電図変化を

中心に検討を行った．

　　　　　　　　　対象と方法

　従来，Fallot四徴症修復術において右室切開を行う

と必ず右脚ブロックを生ずると言うのが定説であっ

た．1976年今井は初めて右脚ブロックを防止する術式

を考案し，成功した11）．教室において1976年から1981年

に心内修復術を行ったFallot四徴症358例のうちで同

一術者によるこの術式を行った症例は95例であった．

成功した症例は51例でこれらのうち連続10年以上の心

電図による経過観察ができている30例を対象とした．

QRS時間0．08秒以下を右脚ブロックなしとし，右室肥

大の判定は昭和61年小児心電図心室肥大判定基準をも

とにして総合的に行った12）13）．30例（男20，女10）の手

術時年齢は1から8歳，平均4．5歳であった．これらに

ついて術後の心電図変化，特に右室肥大の回復に影響

を及ぼす因子の検討を行った．

　対象症例の術前状態は次のごとくであった．

　PaO2：44．5＋10．7mmHg，　Hb：16．5±2．6g／dl，

Ht：49．1＋8．7％，　CTR：54．3±5．3％（mean±SD）

　手術はいずれも中等度低体温体外循環下に経右室的

に心室中隔欠損閉鎖を行い，右室流出路再建法は流出

路心筋切除（MR）1例，肺動脈弁下パッチ（SBP）7

例，肺動脈弁輪を越えるパッチ（TAP）20例，心外導

管（CON）2例であった．この際，右室切開は流出路

に留め，狭窄解除はparietal　bandの肥厚筋切除を行

い，右脚の走行しているseptal　bandの肥厚筋束切除

を行わないようにして，中枢性，末梢性ともに脚ブロッ

クを生じないようにした14｝．体外循環時間は111．7±

30．6分，大動脈遮断時間は64．8±19．9分であった．体

外循環終了後に測定した収縮期右室体血圧比は0．50±

0．14であった．術後4週間目の心臓カテーテル検査時

のそれはO．57±0．15であった．有意の（Qp／Qs　1．5以

3　（3）

上）遺残短絡は認めなかった．心外導管の2例はそれ

ぞれ14年後，15年後に再手術を受けたが，その他の症

例はNYHA　Iである．

　　　　　　　　　結

1．心電図所見

術前の心電図

1）Vlのpattern（表1）

果

　R波優勢の型が多く，RS型が11例，　Rs型が10例で

あった．また，QR型も1例に認められた．

　2）V5のpattern（表2）

　深いS波を認める症例が多く，rS型が6例に，　RS

型が13例に認められた．

　3）V1のR／S比

　O．19から○。（R型の症例でSV1＝OmVの症例）で，

R型（・・）の4例を除いた平均は4．73であった．RV1

が2．OmV以上の症例は22例で，2．5mV以上の症例は

11例であった．

　4）平均QRS電気軸

　平均127．8±27．3uで140’以上の症例は7例，うち／

例はNorth－West軸であった．

　全例右室肥大を認めたがその程度（VlでのR波の

voltage，　R／S比，　QRS軸等）は様々であった．　RV1

の電位は手術時年齢，PaO2，ヘモグロビン値，肺体血

流比とはいずれも相関を認めなかかった．また，平均

QRS電気軸も手術時年齢，　PaO、，ヘモグロビン値，肺

体血流比とはいずれも相関を認めなかった．

表1術前心電図のV1のパターン

表2　術前心電図のV、のパターン
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　　　　図1　RV、の電位の変化

　　　　　　　　術後の心電図変化

　1）完全房室ブロックの発生は認めなかった．

　30例中9例が遠隔期に右脚ブロック（QRS幅O．08秒

以上）となった（術後26カ月から14年後）．これら9例

のうち7例は右室肥大回復後の術後8年目から13年目

に起った．他の3例は術後10年目以降も右室肥大が

残った症例であったが，2例は11年目，14年目であっ

た．術後26カ月目に不完全右脚ブロックとなった症例

はV1にてQR型を示した症例でQ波はその後も認め

られた．

　右脚ブロックと判定した時点でQRSの測定，判定

から除外した．

　2）RV、の電位の変化（図1）

　術前は2．00±0．17mVであったが，術後2カ月には

1．12±O．08に低ドし（p＜O．Ol），3カ月目には0．88±

0．08となり，以後徐々に低下した．電位のみをみると，

多くの症例で1年以内に1．OmV以下となった．遠隔期

においてRVIの電位が上昇する症例もあったが，それ

らは心外導管の狭窄を来した症例であった．

　3）SV1の電位の変化（図2）

　術前は0．85±0．13mVであったが，術後2カ月では

0．25±O．06に低下した（p〈0．01）．以後急激に上昇し

て3カ月では0．38＋0．05，さらに6カ月目には0．6／±

0．08，1年後には0．68±0．09となった．2年目までは

また低下傾向にあるが以後はさほど大きな動きは認め

られなかった．

　4）RV、の電位の変化（図3）

　術前は1．32±O．11mVであったが，術後2カ月では

2．08±0．15（p〈0．01），1年後には2．17＋0．16とヒ昇
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　　　　図3　RV，の電位の変化

し，5年後まで続いた．それ以後次第に低下し，1．5mV

前後となった．

　5）SV5の電位の変化（図4）

　術前は1．30＋0．16mVであったが，術後2カ月では

1．00±O．14に低下し（p＜O．05），以後徐々に低下傾向

を認めたが，0．6mV前後に収束した．

　6）平均QRS電気軸の変化（図5）

　術前は127．8±5．luであったが，術後2カ月には

94．2＋9．5となり（p〈0．01），術後1年では88．3±4．7

と正常化した．

　このような術後の心電図変化はFallot四徴症心内

修復術後の経時的な血行動態の変化を端的に表してい

るものと考えられる．すなわち，手術により右室圧負

荷が軽減し，転じて左室の容量負荷が一時的に増大す

る．心電図上左室肥大と診断できた症例はなかったが，

RV5での高電位は術後4ないし5年程は継続した．

Presented by Medical*Online



平成9年1月1日 5－（5）

SVs　mean／SE

l．。哩

1．25

1

0．75

0．5

0，25

9NM9≒詰tC　Pt≒＄＄tC治…：室iヨ≧
　　　　POSTOPERATIVE　INTERVAL

　　　　図4　SV，の電位の変化

CTR

　go
70一

65一

60一

55一

50一

45一

⊥⊥⊥⊥⊥⊥

　　　　　　　　⊥⊥⊥

菱N：99tC　or　tC：≒缶：ktS　tr室慰≧

　　　　　　POSTOPERATIVE　INTERVAL

　　　　　　図6　CTRの変化

mean　QRS　AXIS

140　mean／SE

120

100

80

60

TTT　　Tr
⊥⊥⊥T⊥⊥

氏苔Pt　i　z詰tC　x≒tn…：ge≧9t旨吾i芸

　　　　POSTOPERATIVE　INTERVAL

　　　図5　平均QRS電気軸の変化

　7）CTRの変化（図6）

　CTRは全体的な心負荷の指標として有用なもので

あり，この経時的変化は術後の回復の指標となる．術

前は平均54．3±5．3％であった．術後2カ月目では

60．4％と心拡大を示したが以後徐々に減少し，4年目

には54．1±5．1％と術前値に復した．その後も減少傾向

を示し10年目には51％となった．

　以上の様な心電図変化から，右室肥大の回復を検討

してみると，10例が1年以内に（］群），11例が4年以

内に（2群），さらに10年以内には2例の回復が認めら

れた（3群）．10年以上経過しても右室肥大所見の残る

症例（4群）は7例であった．心電図上，右室肥大回

復に関与すると思われる因子，すなわち手術時年齢，

術前Ht値，　PaO、，術後収縮期右室体血圧比，　Qp／Qs，

CTR等とは全く相関が認められなかった．また，右室

流出路再建法とも相関は認められなかった．すなわち，

表3　RVH回復の早い症例と回復しがたい症例の比較

因子 玉群 4群 P－value

年齢　　yr 4．7±0．6 4．3＝0．8 0．7524

PaO、　mmHg 41．3±3．1 36．7±2．2 0．2847

IIb　　g／dl 17．2±0．8 18．1±0．8 0．4960

CTRl％ 52．4±2．2 55．2±2．9 O．4484

CTR　2％ 62．7±1．2 59．1±5．1 0．1149

Qp／Qs 0，65±0．05 O．64±0．〔〕7 0．9291

pRV／Sys］ 0．43±0．08 0．63±0．12 0．0023

pRV／Sys　2 0，56±0．05 0．63±0．07 〔〕．4257

QRSaxis一 ／20．2±5．75 150．1±14．17 0．0437

RVI　mV 1．70±0．23 2．43±0．40 0．1151

VIR／S 1．71±0．70 5．94±3．53 0．1698

（n＝8，。。12） （n＝5，・・；2）

CTR　l：術前心胸比　CTR　2；退院時心胸比

pRV／Sys　1：心内修復直後の収縮期右室体血圧比

pRV／Sys　2；術後心臓カテーテル検査時の収縮期右室体血

圧比

TAPによって再建され，遠隔期では多少なりとも発

生する肺動脈弁閉鎖不全の影響は次第にadaptate

し，遠隔期ではほとんどなくなるものと考えられた．

　8）右室肥大回復の早い症例（1群10例）と右室肥大

の回復しない症例（4群7例）の比較（表3）

　1群と4群を比較すると，手術時年齢，PaO2，　CTR，

Qp／Qs等術前の因子においては全く有意差を認めな

かった．術後の因子については，修復直後に測定した

右室／体血圧比が1群の方が4群より有意に小さく急

性期からの右室のconplianceの差をうかがわせた．1

カ月後の右室／体血圧比は有意差は認めなかったが，4

群ではやや大きい傾向にあった．術前心電図所見では

QRS軸において4群の方が1群より有意に強い右軸

Presented by Medical*Online



6　（6） 日本小児循環器学会雑誌　第13巻　第1号

1　三｝：ドトiLヨ三i］iv1

≡手碑
II　－L－一一一　　　 1　〔V2

＝二‡二
　　　　　　　　言一・
Ill　　　　　V3

融・R；

k

璽‖‖，
丁
薫

、1vR

1　蹴聾　1

V3R

「一「一一一一
ドー一一下一
ヨ　　　　－ヨエ

　　　af＝V4
　　　牙

一

1渠．丁難

v1二‖錫蹄　　　　　　　　

　　　　　　　　‖　　　・！†

一 ：　　1ぱ蓑＝

　L

塾Vー
⇒

一＝

＝＝

山
、
っ
L

」
じ

一
ロ

ー
～
　
一

aVL

蕊

．⊆v2…羅

三　ニー自

一　　一丁

　　　　コ

弓銑
　　　一”＝一ヨヨ≡

抽山鴎一幸
葺
「
一

一
・

＝
一三

V3R・

III　　　　　V3＝
　1｝
　　，　　　　‘｜

一　　　　　　　　　　，／

・V・量一1V・　墨9

　．叢　一一　　一」一一．

　　　

　⊇　鳳コ、Vl、　　　　　V5

　　　　t＝’・u

’11　　L
イ　　　　　　－j－
1】：’1

　　　　千
一一＝｝ 　　V7・

dVF

一

川

r［・・
1
－
1

’ 1

1⊥幽・Vl罐一』‘撫

　　　　　1　　　　　　　　　1　　1日　　　　　　　　　　　　　　‘l　　　　　　　　l｝　l　　　　　l　‘
　　　　　　　　1L　I　　　　　ト　　‘
　　　　　　　　1「　1　　　旧　　1　　」

　　　　　I　　　　　　　　　　　　　　　I
　　　T　　　　　　　　　　　　
　II　　　－　l　　i　　　　　　1！2　－　　　　　　－

il－1　　　，　　　　　．＋．

　IIド…－　V31＿　V・

　　　　＿　　　　　　　　　　　『

　　　需　…　1t＝’－　　　　　　　　r－　　　　　　　一

　　　　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　、VR　　一一三　1V4－　th　
　　　　　　　1　　　－一　　　　＿

羅1麺
H・・）T　｝． 鍵卜1鑑i

　　　㌔rい11　11「’

　hili・‘

　　　fl
l

　L．illl・fii‘

｝lilli［1‘1

　ロ　　　コ　

II，Ill

．，

V3R－、，

二11三

±」

聾
王

術前 術後4ヵ月 術後4年

　　　　　　　　　　　　　　　図7　症例1：4歳女児

術前RV1＝2．5mV，陽性T波を認め，平均QRS電気軸は110度でRVHを認めた．術後4カ月では

RV，＝0．95mVでRVHが残り，左室成分が強くなった．術後4年日にRVHは回復した．

偏位を示していた．また，VlのR波が高く，R／S比も

大きい傾向にあった．

　右室肥大が遷延する症例は次の3つに大別できた．

　〈1＞術前のVlにて高いR波（2．OmV以上）を示す

Rs型やR型で，それが術後も減高せず持続し（1．OmV

以上），陽性T波を認める．またV5でのS波の深さも

減少しない．V1は遠隔期でもRs型のままである．

　〈2＞術前QRS電気軸が＋140度以ヒの強い右軸偏

位を示し，RVIが高電位の症例では術後右軸偏位は多

少改善するもののRV1の高電位は残る．

　＜3＞V1にてQR型を示した症例では，術後もそのQ

波の深さは減少せずQR型のまま経過した．遠隔期に

右脚ブロックとなったが，Q波は消えることなく，V1

のR波も高電位のままであった．（この症例は心外導

管狭窄のため術後15年目に再手術を行った．）

　これらの右室流出路狭窄は術中所見によると弁性狭

窄よりもむしろ漏斗部狭窄が強い症例で，V，がQR型

の症例は肺動脈閉鎖を合併していた．心外導管交換を

行った1例以外では遠隔期には明らかな症状はなく超

音波断層検査で右室圧上昇を認めなかった．

　以上の様な検討から，Fallot四徴症心内修復術後の

右室肥大は心電図上の所見からは30例中23例に回復を

認めたが，7例では10年以上経ても右室肥大を残して

いた．RVHは早い症例では術後1年以内に回復し，遅

い症例でも概ね術後4年以内に完成した．これは術後

のCTRの変化とも一致した．一方，　RVHが回復しな

い症例は術前の心電図においてV1にQ波，高いR波

を認めた症例と高度の右軸偏位を認めた症例であっ

た．

　症例提示1：4歳女児（図7）

　　　　　　　　　　考　　察

　近年，乳児期手術，低形成性肺動脈症例に対する二

期的手術15）16｝，またに肺動脈閉鎖合併症例に対する心

外導管を用いない方法’7），さらに巨大側副血行路合併

症例に対するunifocalization後の手術18）も含めて

Fallot四徴症の手術成績は極めて安定してきている．

Fallot四徴症の手術は前方進展した心室中隔欠損孔

の閉鎖，右室流出路の肥厚した筋束の切除と必要に応
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じてパッチを用いて右室流出路から肺動脈までを拡大

再建することが基本である．

　修復手技のうち右室流出路再建は重要な因子であ

る．流出路狭窄を解除するにあたって肥厚心筋を過切

除すると右室機能を低下させ，術後の右心不全を招来

する．また，狭窄を残すとKirklinらも指摘しているよ

うに遠隔期での不整脈の発生，突然死の原因ともなり

得る19）．従って，右室機能を可及的に温存し，なおかつ

充分な流出路狭窄解除を行うためには右室切開から肺

動脈弁輪を越えたパッチによる拡大再建が必要となる

場合が多い2°）．もちろん右室洞部機能を温存するため

には右室切開は流出路に限局し，肥厚筋束の切除も過

大であってはならない．この際流出路パッチには1弁

あるいは2弁をつけ肺動脈弁逆流を減らす努力がなさ

れており，教室でも自家あるいは異種心膜にて1弁を

作成したパッチを用いている．これは，術後急性期の

逆流防止には有効であるが，遠隔期では開放位で固定

され逆流が発生してくる．今回対象とした症例でも

TAPを用いた症例では全例において拡張期雑音を聴

取した．しかしながら，パッチの部位での再狭窄をき

たした症例は1例もなく，また，逆流が生じてからも

心胸比の増大，肝腫の進行等は認められず，充分に

adaptationしているものと考えられた．　Gundryも流

出路パッチ（TAP）の遠隔期での再狭窄はなく，1弁

は開放位で固定しているが，逆流の影響はほとんどな

いと述べている21）．従って，修復により狭窄は充分に解

除され圧負荷は軽減されるが，術後の右室には右室切

開とパッチ縫着，さらに肺動脈弁逆流，時には心室中

隔欠損の遺残短絡による容量負荷がかかってくると考

えられる．手術，特に体外循環の影響と前述の種々の

原因により術後は心拡大をきたす．心胸比の経年的変

化をみると，術後は急激に増大して徐々に縮小し，術

後4年目にほぼ術前値（55％）に復する．以後は縮小

傾向を認め7年目以降はほとんど変化がない（52％）．

　このような術後の血行動態の変化による容量負荷の

増大，それらに対する両心室，特に右室の適合につい

ての経時的，経年的変化についての検討は現在までな

されていない．著者は術後の心電図変化に着目してこ

の問題の究明を試みた．後天性の大動脈弁膜症に対し

ては，大動脈弁置換術後に左室肥大が回復するか否か

と言う問題について，Carrol　JDは閉鎖不全症で22），

Lund　Oは狭窄症での心電図所見を加えた検討を行っ

ている23）．彼等によると，閉鎖不全症では術後6カ月で

左側電位は正常化し，これは超音波断層検査所見とも
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一致するが，狭窄症では10年後も84％において左室肥

大は残存し，これは心臓カテーテル検査，RI検査所見

とよく一致したという．したがって，心電図所見は肥

大の回復における指標としてかなり信頼1生が高いと言

える．

　Fallot四徴症心内修復術術後の右室肥大の回復と

いう点から見ると，30例中21例が術後4年以内に心電

図上正常化したと判断された．Langeらは遺残短絡や

肺動脈弁閉鎖不全は術後の心機能回復に大きな影響を

及ぼし，両心室機能は改善しがたいと述べているが24），

今回の症例では有意の遺残短絡はなく，肺動脈弁閉鎖

不全の影響も小さいと考えられた．しかるに，回復の

早い症例は術後教カ月で回復していた．これらの症例

を検討してみると，3～4歳で修復を行った症例に多

いが，中には7歳時に修復術を受けた症例もあった．

これらの心電図上の特徴は右軸偏位が軽く（QRSaxis

l20°以下），　RV、の電位は2．OmV以下の症例であった．

心電図所見から心筋の繊維化について言及することは

出来ないが，これらの症例は年長児であっても流出路

狭窄が弱く，Hagarty　R．らのいうabnormal　fibrosis

component25）ができあがっていないかあるいは，少な

い症例と考えられた．一方，右室肥大の回復しがたい

症例の特徴は，術前の検査結果では相関を認めた因子

はなかった．解剖学的にはいずれも流出路狭窄，とく

にinfundibular　stenosisが強い症例であり，　TAPあ

るいはconduitにより圧負荷は軽減できても，すでに

肥厚してしまった心筋，ことにseptal　band側は残る

ことになる．この部位でのabnormal　fibrosis　compo－

nentがすでにできあがってしまっているために右心

機能全体を考えるとadaptationが完成していると思

われる遠隔期にも心電図上は正常化しないものと考え

られる．心電図一ヒVlでのQ波，高いR波の存在，高度

の右軸偏位はそれを術前に示唆するものであり，心内

修復術後に右室圧が低下してもその傾向は継続するも

のと考えられる．

　心胸比の変化は長津26）が述べているように術前の病

悩期間の長さ（手術時年齢）と関係し，低年齢ほど回

復が早い傾向にあった．また，流出路狭窄，右室肥大

は経年的に進行するものと考えられ，各施設で乳児期

一期的手術が推奨されている．教室でも最近では積極

的に乳児期Fallot四徴症心内修復術を行っている6）．

年齢によりRVHの診断基準が違い，正常範囲も異な

るため単純に比較することは難しいが，これらの術前

後の心電図変化（術後2年以上経過し，右脚ブロック

Presented by Medical*Online



8　（8） 口本小児循環器学会雑誌　第13巻　第1号

mean　QRS　AXIS　mean／SE

　degrees
t20

11n

Leo

90

80

70

60

　50
　　　　　芦　　　　　　　　　　　　　　　　岩　　　N　　　　　Pt　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　ー　　　　　　　　　　　　 e

　　　　POSTOPERATIVE　INTERVAL

図8　乳児期手術症例での平均QRS電気軸の変化

RVI　mean／SE

mV
25

15

D5

　　皇　　　”　　　。、　　　　　　　　　　一　　　一　　　4　　恕

　　　　POSTOIJERATIVE　INTERVAL

　図9　乳児期手術症例でのRV1の電位の変化

を生じなかった症例12例）を検討してみると図8のよ

うに平均QRS軸は術前平均108．3eで年長時症例と比

較すると右軸偏位が小さく（p〈0．001），術後2週間で

85．rに低下した．　RVIの電位は2．13mVから1．16mV

に低下した（図9）．VlでQ波を認めた症例はなかっ

た．このように術前もRVHは比較的軽く，術後急性期

をみると回復の早さをうかがわせるものであった．こ

れらは末梢の肺動脈狭窄のために再手術を必要とした

2例を除くと1年以内に8例が，他の2例は術後4年

以内に右室肥大の回復を認めた．年長児例でもRVH

回復の早い症例では乳児例と同様の回復を認める．ま

た，乳児例での術後末梢性肺動脈狭窄発生については
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　　　　　　　　　　　　　　　図10　症例2：11カ月女児

術前RV1＝1．7mV，陽性T波を認め，平均QRS電気軸は120度であった．術後4カ月にはRV1＝

1．2mVと右室負荷は軽減し，術後1年目にはほぼ正常化した．
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注意を要する．乳児期手術例は今後も充分な経過観察

が必要であるが，今回の検討では術前の心電図上非常

に強いRVHを示す症例はなかった．

　この事実は乳児期には心筋肥厚が少なく，適切な修

復により早いRVH回復が期待できるということを示

唆するものといえよう．RVHが残存した症例でも明

らかな心不全，あるいは期外収縮多発は認められな

かった．しかしながら，このような症例では潜在的流

出路狭窄の可能性（運動時，心拍出量増加時の流出路

狭窄），不整脈出現の可能性が推測される．したがって，

より正常に近づける事を修復の目標と考えるならば

RVH進行の少ない時期での修復や修復法を検討すべ

きと考える．

　症例提示2：11カ月女児（図10）

　一方，左心系の変化について検討してみると，術後

の左室の容量負荷に対するadaptationの時期が推測

される．中沢によると修復術後1カ月でのLVEDVは

100％of　normalを越えている27｝．おそらくこれが経時

的に縮小して行くのではないかと思われる．心電図上

ではRV，の変化に注目してみると，術後急激にその電

位は増加する．左室肥大と診断された症例はなかった

が，術後早期の左心系への負荷増大を示唆した．この

左側高電位はその後も続き，術後5年目以降からは

徐々に低下した．左側高電位は体格（胸郭の厚さ）に

も影響を受け，また修復術後運動能が飛躍的に改善し

心拍出量が増大することも一因と考えられる．CTRは

多少大きいが心機能的にはほとんど正常化していると

判断できる．

　これら，心電図所見と心胸比，臨床所見を総合して

検討すると，Fallot四徴症術後の両心室のadaptation

は，多くの症例において1年以内におこり，遅れる症

例でも4ないし5年後には完成すると考えられた．

　右室左室ともに術後遠隔期での心筋の厚さや重量を

測定した報告は現時点では見当たらない．今回の研究

は心電図という侵襲のない方法でも充分な判断が可能

であると言う点において意義があると思われた．運動

負荷時の流出路狭窄の発生の検討や両心室の壁厚，心

筋重量などとの比較検討は今後の課題としたい．

　　　　　　　　　　結　　語

　Fallot四徴症心内修復術後の右室肥大は30例中23

例において回復した．多くは4年以内に回復するが，

10年後にも肥大の残る症例も存在した．それらは，術

前の心電図にて高度の右軸変位，VlでのQ波，高いR

波を認める症例であり，充分な狭窄解除を行っても回

9－（9）

復しがたいものであった．また，乳児期に手術を行う

と右室肥大は年長児に比較してより早期に回復し，乳

児期手術有用性が示唆された．

　稿を終えるにあたり，本研究に対して御指導，御校閲をい

ただいた今井康晴教授に深謝いたします．また心電図判定

について御指摘いただいた循環器小児科学教室諸兄，なら

びに研究全般において御協力いただいた循環器小児外科学

教室諸兄に感謝致します．
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Regression　of　Right　Ventricular　Hypertrophy　after　the　Repair　of

　　　　　　Tetralogy　of　Fallot－Electrocardiographic　Sudy

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Mitsuhiro　Tezuka

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

　　　　　　　　　　　　Tokyo　Women’s　Medical　College，　Tokyo，　Japan

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

　　　The　regression　of　right　ventricular　hypertrophy（RVH）after　the　repair　of　tetralogy　of　Fallot

（TF）was　studied　with　electrcardiographic　follow－up，30　cases　of　TF　were　studied（operative　age：

1－8years，　mean　4．5years）．　Those　patients　were　operated　upon　with　the　procedure　avoiding　right

burldle　branch　block（RBBB）and　followed　up　over　10　years　after　the　repair．“No　RBBB”was

defined　as　QRS　time　within　O．08　seconds，

　　　Post　repair　RVP／LVP　was　O．57±0．15　without　obvious　residual　shunt．　In　10　cases，　RVH

recovered　and　electrocardiologically　normalized　within　one　year　after　the　repair．　another　ll

cases　recovered　within　four　years，　four　cases　recovered　within　10　years．　However　in　remaining

seven　cases．　RVH　persisted　even　over　10　years　after　the　repair　in　electrocardiogram．　In　those

cases　high　RVi　voltage（2．43±0．40　mV），　QR　type　in　VI　and　severe　right　axis　deviation（150．1±

14．17°）were　noticed　in　preoperative　electrocardiogram．　These　cases　of　TF　had　tight　infundibular

stenosis　and　they　might　progress　rapidly．

　　　It　is　suspected　that　the　hypertrophy　due　to　the　fibrosis　of　right　ventricular　myocardium　do

not　recover　even　after　adequate　intracardiac　repair．

　　　　12cases　of　TF　repaired　in　infancy　were　also　studied　with　electrocardiogram（mean　follow

up　2．8years）．　RVH　was　recovered　in　80f　those　12　cases　within　one　year　after　the　repair．　And

in　remining　four　cases．　RVH　recovered　within　four　years．

　　　In　conclusion，　the　regression　of　RVH　was　completed　in　23　cases　of　30　cases　after　the　repair

of　TF　within　10　years．　RVH　persisted　in　the　cases　with　severe　right　axis　deviation，　high　voltage

of　RVI　and　Q　wave　in　VI　even　after　adequate　repair．　And　in　TF　repaired　in　infancy，　the

regression　of　RVH　was　completed　earlier　after　the　repair　than　in　elder　cases．　Therefore　it　is

recommended　that　the　repair　of　TF　in　infancy　has　the　advantage　of　the　regression　of　RVH　after

repalr．
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