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総動脈幹心内修復術後の重症肺動脈弁逆流，総動脈幹弁逆流

及び肺動脈狭窄に対する修復術が奏効した1例
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　症例は2歳2カ月女児．生後5カ月時に肺感染を契機に喘鳴，咳轍，チアノーゼが出現し，総動脈幹

（1型）と診断された．心不全の急激な進行のため，生後6カ月時に肺動脈絞拒術，続いて8カ月時に導

管を用いない右室流出路作成による心内修復術を施行した．術後経過観察中に肺動脈弁逆流（PR），総動

脈幹弁逆流（TrR），左右の肺動脈狭窄（PS）の進行により心不全が増悪した．1歳5カ月（術後9カ月）

時に心臓カテーテル検査を施行したところ，極めて高度なPR，　Sellers分類III°のTrR，分岐部付近の

PSを認め，　PSに対してバルーン拡大術を施行したが，その後も症状が進行したため2歳2カ月（術後

1年8カ月）時に肺動脈弁と大動脈弁に対する修復術を施行した．PRに対して生体弁の置換，　TrRに対

して弁の吊り上げ及び形成術，PSに対してパッチ拡大術を行った．術後は心不全症状の著明な改善を認

めた．総動脈幹術後のPR，　TrRに対しては一期的両弁修復術が奏効した．

　　　　　　　　　はじめに

　乳児期早期発症の総動脈幹症は高肺血流が病態の主

体であり，早期の心内修復術を必要とする．従来より

心外導管を用いたRastelli術が行われているが石灰

化等の問題点も多い1）一一3）．しかし1990年Barbero－

Marcia1らが自己組織の一部を用いる方法を報告し

て4），従来法の問題点を解決する可能性を持っている

と注目されている．また本疾患におけるもう一つの大

きな問題として総動脈幹弁逆流（以下TrR）があげら

れる5）．術前より存在し増悪するもの，また術後新たに

出現するものがあるが，弁置換は乳幼児期では困難で

ありいずれの場合も心機能不全をきたし予後不良であ

る．しかし最近ではElkinsらによる2弁付きHomo－

graftを用いる方法や6），内藤iらによる新生児期に総動

脈幹弁形成術を行った報告がある7）．今回我々は総動

脈幹の乳児期での心内修復術（Barbero－Marcial術）
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後に重症のPR，　TrRを認め，両弁の一期的修復術が奏

効した例を経験したので報告する．

　　　　　　　　　症　　例

　患児：2歳2カ月，女児．

　経過の概要：平成4年10月18日在胎37週6日，出生

体重2，060g，正常頭位分娩で出生した．出生後よりや

やミルクの飲みは悪かったが，特に異常を指摘される

ことはなかった．生後5カ月時に呼吸器感染を契機と

して心不全が出現し入院した．

　初回入院時現症（5カ月時）ならびに検査所見：心

拍数185／分，呼吸数60／分で陥没呼吸があり，胸部聴診

で湿性ラ音を聴取した．顔面と四肢は浮腫状，口唇及

び爪床にチアノーゼを認めた．心臓の聴診ではII音の

充進を認めたが，雑音は聴取しなかった．腹部触診で

肝臓を右肋骨弓下鎖骨中線上に3cm触知した．胸部X

線では無気肺像があり，肺血管陰影の増強と心拡大

（CTR　66％）を認めた（図1）．心エコーは上行大動脈

左側後壁より主肺動脈が起始しており，後動脈幹弁は

2尖弁で逸脱はあるが弁逆流（TrR）はわずかだった．
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総動脈幹弁の直下には大きな心室中隔欠損（径11mm）

があり，約50％の大動脈騎乗が見られた．高肺血流の

総動脈幹1型と診断した．内科的保存療法を行いっつ

心内修復術を予定していたが，呼吸器感染の増悪を契

機にレスピレーター管理が必要となり加えて高肺血流

の進行により肺出血を起こしたため，緊急での主肺動

脈絞拒術を行った．同手術により状態がやや安定した
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　　　　　　　　入院時胸部レントゲン

著明な心拡大（CTR　66％）と肺血管陰影の増強を認め

る．

日小循誌　14（3），1998

ため，右室流出路再建に自己組織の一部を用いた心内

修復術（Barbero・Marcia1－Jatene法）を施行した．

　手術所見：自己の左心耳を右室流出路の床とし，こ

れに馬心膜で作成した1弁付パッチを縫着して流出路

再建を行った（図2）．この時の右室圧／左室圧は0．5

だった．

　術後経過は良好でCTRも60％（術後2カ月時）まで

低下した．心エコー図上軽度のPS，　PR，　TrRを認め

たが，全身状態が良好なため外来で経過観察とした．

しかしPR，　TrRの進行に伴い肝腫大の増悪，さらに頻

回の呼吸器感染を認め，1歳5カ月（術後9カ月）時

に1回目の心臓カテーテル検査を施行した．

　心臓カテーテル検査：肺動脈造影で左右肺動脈起始

部に狭窄と重度のPRを（図3a），大動脈造影では

Sellers　III°のTrRを認めた（図3b）．左のPS（径5mm）

に対して径8mm，径10mmのバルーン（Meditech社

製，Ultrathin）で各々2回ずつ拡大術を施行しwaist

は消失した（右肺動脈には入らず）．この結果，左肺動

脈一主肺動脈圧差は30mmHgから23mmHgに低下し

た．右室左室圧比はバルーン拡大前は0．9であったのが

バルーン拡大後は0．7と低下した．肺動脈狭窄部のバ

ルーン拡大術は心不全の症状はやや改善したが，その

後も胸部レントゲン上CTRの増大傾向を認め，心エ

コー図上PRによる右室の拡大，　TrRによる左室の拡

大を認めた．また著しい肝腫大と呼吸状態の悪化傾向

を認めた．右室流出路パッチに縫着した弁の機能廃絶
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図2　Barbero－Marcial法
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と肺高血圧（平均左肺動脈圧42mmHg）及びPSによ

る高度なPRが主病変である他に，　TrRによる強い左

心不全も存在していると考え，2歳2カ月（術後1年

6カ月）時に弁修復術を施行した．手術はPRに対して

生体人工弁（Carpentier－Edwards＃19mm）の縫着，

TrRに対して弁輪縫縮術と弁吊り上げ術（図4），弁上

部ならびに左右分岐部の末梢PSに対してパッチ拡大

術を行った．

　術後：術後は水分管理，呼吸管理に難渋し約2週間

のレスピレーター管理を要したが，抜管後の経過は良

好で心不全症状の著明な改善を認めた．術後の心エ

コーは軽度のTrRは残存したが，末梢性PS，　PRは消

失し胸部レントゲン（術後2年目）上心胸郭比は60％

と改善を認めた（図5）．術後2年目の心臓カテーテル

検査では肺動脈平均圧17mmHgと肺高血圧は認めず，

左肺動脈一主肺動脈圧差は10mmHgでありPSは軽

度だった．またTrRはsellcrs　I°で増悪はなく経過は

良好である．

　　　　　　　　　　考　　察

　新生児期，乳児期早期に発症する総動脈幹の自然予

後は不良であるとされ，著明な肺高血圧とそれに伴う

肺血管閉塞性病変の進行，及び高度のTrRが生命予後

を左右すると考えられている．このため近年では新生

児期及び乳児期早期に心内修復術が行われるようにな

り，成績も向上している8）一“11）．しかし新生児，乳児期

早期にRastelli術を施行した場合，導管のサイズの問

題，術後の感染，石灰化や狭窄さらには付け替えのた

めの再手術といった問題点が残されている12）．また
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（a）肺動脈造影で重度のPRを認める．（b）Sellers　III度の総動脈幹弁逆流．

　　　　　　　　　　　　　図3　造影所見
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図4　PR，　TrR，　PSの修復
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図5　PR，　TrR，　PS修復後2年の胸部レントゲン

　心拡大の改善を認め，生体弁の石灰化もない．

TrRに関しては重症なものだけでも総動脈幹の36％

～ 58％に合併するという報告があり5），予後に大きな

影響を与えるが，総動脈幹弁輪のサイズの問題，術後

の血栓塞栓症に対する抗凝固療法の難しさなどの面か

ら，新生児期，乳児期早期での弁置換は困難が多い13）．

本例では総動脈幹弁が2弁だったこともあり術前の

TrRは軽度で，まず右室流出路の再建と心室中隔欠損

の閉鎖術のみを行った．術式としてRastelli術の問題

点を回避する目的で，Barbero・Marcial－Jatene法を選

択した．しかし本例では術後のTrRの進行に加え，末

梢性PS，　PRの合併により心不全が増悪した．　TrRの

修復について最近ではElkisらのHomograftの導入

による修復の報告があり6），これにより抗凝固療法の

必要性がなく成長の可能性が望めるがまた我が国では

一般的ではない．内藤らは本邦で初めて新生児期の

TrRに対する弁形成術の成功を報告している7）．

　また高原らは自験例を提示し現時点で最も良好と考

えられる術式は弁形成術であると述べているユ3）．本例

ではこれらの報告と先に述べた問題点を考慮して，

TrRに対して弁置換は行わず弁輪縫縮と弁吊り上げ

術を行い，TrRの軽快を認めた．また総動脈幹症術後

に出現するPRに関する報告は少ないが，　Barbero－

Marcialらは同手術後のPRについてのfollow　up

studyで6例中1例に中等度以上のPRを認めたが，

他の5例に関しては極軽度から中等度以下のPRであ

り，臨床的に問題はないとしている4）．しかし本例にお

ける心不全の増悪については臨床症状や検査所見から
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すると，パッチに縫着した弁の機能廃絶と，肺高血圧

及びPSにより惹起された極めて高度なPRが一因で

あると考えられる．本例ではTrRとPSの解除と同時

に，弁置換によるPRの修復を行ったことが全身状態

の改善をもたらしたと考えられた．今後はTrRの進行

と生体弁の石灰化に注意して両弁置換の適否を検討し

ていく予定である．

　　　　　　　　　　結　　語

　総動脈幹に対して乳児期にBarbero－Marcial法に

よる修復術を行った後，極めて高度なPRとTrRによ

る心不全が出現し，これに対して両弁に対する弁形成

及び弁置換が奏効した．
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Successful　Repair　for　Severe　Pulmonary　Valve　Regurgitation，　Truncal　Valve

　　　　　　　　Regurgitation，　and　Pulmonary　Stenosis　Recognized　after

　　　　　　　　　　　　　　　Total　Correection　of　Truncus　Arteriosus

Tetsushi　Tan，　Jun　Yanai，　Takayuki　Komai，　Hisashi　Sugiyama，　Minako　Fujishima，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Atsushi　Naitou　and　Shinpei　Yoshii＊

　　　　　　　　　　　　　Departrnent　of　Pediatrics　and＊Department　of　Surgery，

　　　　　　　　　　　　　　　Yamanashi　Medical　University，　Yamanashi，　Japan

　　　Acase　of　2　years　and　2　months　old　girl　was　reported．　She　was　admitted　to　our　hospital

because　of　a　severe　respiratory　infection　and　cyanosis　at　the　age　of　5　months．　Echocardiographic

examinatiori　revealed　truncus　arteriosus（Collett　and　Edwards　Type　I）．　Because　progressive　heart

failure　was　not　controllable　with　conservative　therapy，　pulmonary　artery　banding　was　done　on

emergency　base　at　the　age　of　6　months，　following　this　operation，　total　correction　was　performed

with　reconstruction　of　the　right　ventricular　outflow　tract　without　extracardiac　coduit　at　the　age

of　8　months．　During　the　postoperative　follow－up，　symptoms　of　heart　failure　developed　progres－

sively．　Cardiac　catheterization　at　the　age　of　l　year　and　5　months　revealed　massive　pulmonary

valve　regurgitation（PR），　truncal　valve　regurigitation（TrR），　and　pulmonary　stenosis（PS）．

reoperation　was　done　with　success，　including　pulmonary　valve　replacement，　truncal　valve　repair

and　reconstruction　of　PS．　Her　post－operative　improvement　was　satisfactory．
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