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右胸心，心尖部筋性心室中隔欠損を伴った完全大血管転位

に対する動脈スイッチ手術
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（平成9年4月14日受理）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　右胸心と心尖部心室中隔欠損（apical　VSD）を伴った完全大血管転移症（TGA）の症例に対し経右室

切開のVSD閉鎖とJatene手術を行い良好な結果を得た．症例は日齢17に大動脈縮窄解除及び肺動脈絞

拒術を受けていた．VSDの閉鎖が困難と考えられ1歳時まで根治手術を待機していた．著しいdex－

troversionのため右室は左室後方にあり，心室を左側に翻転して右室心尖部を切開した．肉柱を切除し

てVSD辺縁を明瞭にした後，保存心膜を用いて閉鎖した．大動脈は肺動脈のわずか右前に位置し，移植

後の左冠動脈が新大動脈のほぼ前方から起始するため，Lecompte変法では新肺動脈に圧迫される恐れ

がありJatene原法を用いた．大動脈を肺動脈前方で再建し，旧大動脈の欠損部をW字形の保存心膜

パッチで補填した後肺動脈に吻合した．術後8カ月の心臓カテーテル検査では軽度の左一右短絡を認め

たが両心室とも収縮は良好で右室／左室収縮期圧比は0．32であった．

　TGAにおける右胸心の合併率は1．5％1）と比較的ま

れであるが，今回我々は大動脈縮窄症（CoA）に著明

な右胸心，apical　VSDを合併したII型TGAを経験し

た．VSD閉鎖方法が問題であったため大動脈縮窄解除

及び肺動脈絞拒術後14カ月で根治手術を行った．右室

心尖部切開からのVSD閉鎖とJatene手術2｝原法を施

行し良好な結果を得た．

　　　　　　　　　症　　例

　患者は体重6．8kg，1歳2カ月の女児．診断はCoA，

TGA，　apical　VSD，　ASD，右胸心，並列心耳であっ

た．生後17日目に鎖骨下動脈フラップ法によるCoA

解除と肺動脈絞拒及び動脈管結紮を行った．外来で経

過観察中にチアノーゼの進行が認められ，肺動脈血流

減少または心房間交通の狭小化が疑われた．7カ月時，

バルーンによるASD拡大を認みたが心房中隔偏位が

強く成功しなかった．このため右開胸によりブレロッ
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ク短絡術とBlalock－Hanlon手術を予定した．しかし

右房は右室に強く圧排され非直下中隔切除は危険と判

断，直径4mmの人丁血管を用いて短絡のみを追加し

た．1歳時に再度心臓カテーテル検査を行いVSDの

位置を確認（Fig．1L），右室心尖部切開からのVSD閉

鎖とJatene手術を行うこととした．

　手術

　胸骨正中切開で手術を行った．situs　solitusで心尖

部は右側にあり，心室は著明な反時計回転をして左室

が前面に現れていた．また大血管位置関係はほぼside－

by－sideで，冠動脈走行はShaher　I型3）であったが大動

脈基部の偏位に伴いその前後から起始していた．右心

耳は左心耳上方に並び，右房自体は心室の後方に位置

し低形成であった（Fig．2A）．大血管周囲の剥離を

行った後，大動脈送血，上下大静脈直接脱血により体

外循環を開始した．まず右心耳を切開してASDを直

接閉鎖した．心房中隔は水平方向に偏位していた．大

動脈遮断後心尖部を左側に転回し，右室を前面に出し

てVSDに相対する心尖部を約20mm縦切開した．肉
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Fig．1術前右室造影（年齢1歳）．　F；正面／象大動脈は右下方から左上方へ長く斜

　走している．L；側面像．心尖部のVSD（矢印）を示す．大動脈弁は二尖弁と診断

　された．RV；右室
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Fig．2　術中写真．　A；異常なdextroversionのため右室はほとんど見えない．並列心

　耳を合併していた．B；心室を左側に翻転し右室心尖部を切開した．筋束を切除し，

　VSDの辺縁を明瞭にした．　Ao；上行大動脈，　PA；肺動脈，　RAA；右心耳，　LAA；

　左心耳，LV；左室

柱を数本切除すると辺縁がほぼ明瞭となり直径約10

mmのVSDが確認できた（Fig．2B）．上縁側は肉柱間

の間隙をつぶすようにプレジェット付き単結節を用

い，また心尖部に近い部分は連続的に馬保存心膜パッ

チを縫着，VSDを閉鎖した．右室切開部は二重に縫合

閉鎖した．心尖部を元の位置に戻した後，大動脈を基

部より15mm上方で，また肺動脈は絞拒部位で切断し

た．大動脈弁は二尖弁で左右冠動脈は同一のバルサル

バ洞より起始していた．冠動脈をそれぞれscalop状に

くり抜き相対する肺動脈のバルサルバ洞上に移植し

た．移植後の左冠動脈位置がほぼ前方に位置するため

Lecompte変法4）を用いずJatene原法を施行した

（Fig．3D）．大動脈を肺動脈の前方で再建，次に旧大動

脈の冠動脈採取部をW字形の大きな馬保存心膜パッ
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Fig、3　術式イラスト．上下大静脈直接脱血，大動脈送

　血で体外循環開始（B）．心室を左側に翻転して右室

　心尖部を切開．VSDをパッチ閉鎖（C）．Jatene原法

　によるスイッチ手術．旧大動脈の再建はW字型の

　保存心膜を用いた（D）．

チで補填した．大動脈遮断を解除した後，右側に切開

を延長した肺動脈末梢側を新肺動脈に吻合した．体外

循環時間250分，大動脈遮断時間157分を要したが術後

心機能は良好で体外循環からの離脱は容易であった．

　　　　　　　　　　結　　果

　経過中，術前から認められた気管狭窄のため呼吸器

離脱まで10日を必要としたが血行動態は安定してい

た．術後27日に退院とし，8カ月（1歳11カ月）後に

心臓カテーテル検査を行った（Fig．4）．左右心室の駆

出分画はそれぞれ50％，68％であり，右室／左室収縮期

圧比はO．32と血行動態，心機能は良好であった（Table

1）．肺動脈一右室間の引き抜き圧差は約9mmHgで

あった．またVSD閉鎖部位上方からと考えられる軽

度（肺一体血流比1．39）の左右遺残短絡を認めた．心

電図は正常洞調律を示し，脚ブロックや虚血性変化を

認めなかった．
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Fig．4　術後左室造影（LV－F，　LV－L）及び右室造影

　（RV・F，　RV－L），左室側面像で軽度の短絡を認める

　（LV－L）．

Table　1術後心臓カテーテル検査所見

右房圧 （8）　　（単位　mmHg）

右室圧 34／EDP　8

肺動脈圧（左） 20／8（13）

左室圧 1⑪6／EDP　8

大動脈圧 160／50（75）

左室拡張末期容積 171％of　normal

左室駆出分画 50％

右室拡張末期容積 88％of　norma1

右室駆出分画 67％

心拍出量（Fick法） 4．61／min／m2

EDP：end　diastolic　presg．　ure

　　　　　　　　　　考　　察

　本症例のVSDはFig．2に示すように心尖部に近

く，その大きさは無視できるものではなかった．その

ため欠損孔の閉鎖方法が術式選択の上で重要であっ

た．TGAにおけるVSDのうち，筋性部欠損は30％

～40％5）～7）近くを占め，多くは筋性中隔中央部に存在

するとされている5）7）．三尖部に近い位置であれば経右

房的に閉鎖可能であるが，本症例のようなapical　VSD

ではSwiss　cheeze様となり完全に閉鎖することは困

難である．このためapical　VSD合併例では肺動脈絞

拒術を先行させ，自然閉鎖を待つか7）あるいは二期的
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Fig．5術後9カ月の胸部レントゲン．心胸郭比
　52．3％，肺うっ血像はない．

根治を行う6）ことが提唱されている．一方，経左室切開

のアプローチはVSDの辺縁が明瞭であることが多

く，より確実な閉鎖が可能である8）．MacDanielら9）は

乳幼児において左室切開後の心機能に問題はなかった

と報告している．しかし急性期，遠隔期とも左室機能

の異常を指摘する報告もあり1°），特にJatene手術を行

う場合，新たに体心室となる左室に過大な侵襲を加え

ることは避けるべきと考えられた．他の選択肢として

心房内血流転換及び経左室VSD閉鎖も考慮したが強

いdextroversionと並列心耳のため右房は低形成で，

かつ心房中隔が偏位しており心房内での複雑な血流路

作成は困難であった．術前の造影所見ではVSDの位

置が心尖部に近く右室側の構造が比較的単純であるこ

とが示唆されたため，心尖部小切開経由で侵襲が少な

くほぼ確実なVSD閉鎖が可能と判断し，動脈スイッ

チを選択した．この際両大血管の位置関係がside－by－

sideに近いため，本症例ではJatene原法を用い大動

脈の右側後方で肺動脈の吻合を行った．Plancheら11）

は自験例の報告のなかで，すべての症例でLecompte

法は問題なく適用可能と述べているが，同施設の

Serraf6）の報告ではside－by－side　23例を含むTGA⊥

VSD　ll8例の術後，右室　肺動脈間に20mmHg以上の

圧較差を認めるものが30％以上あり，肺動脈狭窄の発

生が非常に高率であった．Quaegebeur1），　Kanter14）ら

はside－by－side症例では左肺動脈が新大動脈の圧迫を

受けやすくLecompte法を行わないとしており，肺動

脈との吻合部を右側に移す1）などの手技を加え，右冠

動脈圧迫の危険がなければJantene原法が適してい

497－（95）

ると考えられた．

　　　　　　　　　　結　　語

　apica1　VSDを伴ったTGA症例に対し，術前造影所

見の詳細な検討に基づいて右室心尖部からの筋性部

VSD閉鎖を施行，同時に動脈スイッチ手術を行い良好

な結果を得た．TGAに対する心房内スイッチ手術は

遠隔期の諸問題が指摘されており13）～15），可能な限り動

脈スイッチ法を選択していく考えである．
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Arterial　Switch　Operation　to　Repair　Transposition　of　the　Great　Arteries

Associated　with　Muscular　Ventricular　Septal　Defect　of　the　Apex　and

　　Dextroversion－A　Case　Report　of　Jatene’s　Original　Procedure　and

　　　　　　　　Closure　of　the　Defect　Throuch　Right　Ventriculotomy一

Kozo　Matsuo，　Masaaki　Koide，　Fuminaga　Suetsugu，　Syunji　Uchita，

　　　Tadashi　Fujiwara，　Kazuhiro　Suzuki＊，　Yoshitomo　Okajima＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Hiroyuki　Aotsuka＊

　Department　of　Cardiovascular　Surgery，　Department　of　Cardiology＊，

　　　　　　　　　　　　　Chiba　Children’s　Hospita1，　Chiba，　Japan

　　　　We　report　the　application　of　original　Jatene’s　procedure　to　repair　transposition　of　the　great

arteries（TGA）associated　with　muscular　ventricular　septal　defect（VSD）in　the　apex　of　the　heart

and　dextroversion．　The　patient　had　undergone　repair　of　coarctation　of　the　aorta　and　pulmonary

arterial　banding　at　17　days　of　age．　Corrective　surgery　was　delayed　until　the　patient　reached　l

year　of　age　because　the　apical　VSD　was　considered　difficult　to　close．　Due　to　marked　dextrover－

sion，　the　right　ventricle（RV）was　located　behind　the　left　ventricle．　Shifting　the　RV　leftward，　a

vertical　incision　was　made　at　the　apex　of　the　RV．　The　VSD　was　closed　with　a　patch　through　the

incision　after　resection　of　some　trabeculae．　Since　the　great　arteries　were　arranged　almost

side－by－side，　the　pulmonary　tract　was　reconstructed　using　the　original　Jatene’s　method　to　avoid

compression　of　the　left　coronary　artery　in　Lecompte’s　modification．　The　neoaorta　was　anas－

tomosed　in　front　of　the　transverse　pulmonary　artery（PA）．　Finally　the　root　of　the　neoPA　was

augmented　with　a　W－shaped　patch，　then　anastomosed　to　the　transverse　PA．　Cardiac　catheteriza－

tion　was　performed　8　months　after　sugery．　It　showed　good　contractility　of　both　ventricles　and　a

low　RV／LV　peak　pressure　ratio　of　O．33．
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