
はじめに

Fontan 手術をめざす症例では手術適応の決定に肺

血管抵抗の評価が極めて重要である1）～3）．われわれ

は，Fontan 手術が最終手術と考えられる isomerism

心において，ヘリカルCTを用いた形態学的検討を行

ない，左右肺静脈が心房の一側に偏位して還流する症

例では，脊椎を横断する肺静脈が後方から脊椎または

下行大動脈により圧排されて一側の肺静脈狭窄をきた

し肺血管抵抗に左右差を生じやすいことを報告してき

た4）5）．今回ヘリカルCTにより左右の肺静脈径の計測

を行った症例に対し，術中に一側肺動脈遮断試験（Pul-

monary Artery Clamping Test；PACT）を行い，血流

負荷時の肺動脈心房間圧較差の測定から左右肺血管抵

抗の評価を行った．

対 象

1993 年以降に当科で手術を施行した isomerism心

21 例中，ヘリカルCTおよび術中一側肺動脈遮断試験

（一側の肺動脈を遮断し全肺血流を反対側の肺動脈に

流す試験）を施行した 7例を対象とした．一側肺動脈

遮断試験施行時月齢は 4～91（平均 32.4）カ月で，施行

し た 手 術 はFontan 手 術 1例，bidirectional Glenn

（BDG）手術 5例，肺動脈絞扼術 1例であった．対象の

心奇形は全例単心房で，症例 4を除く 6例が単心室，

共通房室弁であった．5例に肺動脈狭窄を認め，上大静

脈は，右側 1例，左側 3例，両側 3例であった．気管
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isomerism 心 7 例（left isomerism 4 例，right isomerism 3 例）に対する左右肺血管抵抗の評価に一側

肺動脈遮断試験（PACT）を施行し，ヘリカルCTにおける肺静脈の径と比較検討した．ヘリカルCT

で測定した PVDI（肺静脈下葉枝入口部径�体表面積）は右で 14.4～28.1 mm�m2，左で 10.0～22.0 mm�m2

であった．7例中 5例の左肺は 12 mm�m2 未満の低値であり，左側の肺血流量の低下が疑われ，PACT
を行ったところ 3例で右肺動脈遮断後の左肺動脈平均圧が 10 mmHg以上上昇し，肺動脈心房間圧較差

が 20 mmHg以上となり左側の高肺血管抵抗と診断した．この 3例の左肺はヘリカルCTにおいていず

れも脊椎又は下行大動脈と心房による左肺静脈下葉枝の圧排所見を認めた．他の 4例の左肺，および全

例の右肺では遮断後の肺動脈平均圧の上昇は 10 mmHg以下であり，肺動脈心房間圧較差は 15 mmHg

以下であった．isomerism 心においては左右の肺血管抵抗が大きく異なる症例が存在し，PACTがその評

価に有用であった．
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表１　PACT施行 7例の内訳

気管支，肺
動脈形態診　断PACT時

手術月齢症例

右SA, SV, CAVV, PS, lt SVCBDG331

右SA, SV, CAVV, PSBDG212

右SA, SV, CAVV, PS, lt SVCFontan443

左SA, hypo RV, TGA, bil SVCbil. BDG174

左SA, SV, CAVV, TGA, PS, lt SVCBDG, PAB175

左SA, SV, CAVV, DORV, CoA, bil SVCre PAB 46

右SA, CAVV, TGA, PS, bil SVCbil. BDG917

BDG : bidirectional Glenn, PAB : pulmonary artery banding, SA : single atrium

SV : single ventricule, CAVV : common atrioventricular valve

PS : pulmonary valve stenosis, rt : right, lt : left, bil : bilateral, SVC : superior vena cava

hypo RV : hypoplastic right ventricle, TGA : transposition of the great arteries

DORV : double outlet right ventricule, CoA : coarctation of the aorta

症例 4，6は肺動脈狭窄，閉鎖病変を認めず

表２　心臓カテーテル検査と肺静脈形態

肺静脈還流部位lt PA（% of N）rt PA（% of N）RpQp/QsCI先行手術症例

心房の中心10.9（124）9.1（87%）1.00.93.5rt BT1

右側心房17（202）15.8（158%）0.64.04.02

右側心房11（111）10（85%）1.41.03.73

右側心房6.1（78）8（87%）2.20.46.2PM imp, lt BT4

右側心房9.8（117）8.1（81%）0.81.44.85

右側心房6.5（135）5.4（96%）1.12.13.8CoA repair, PAB6

右：心房，左：門脈19.2（159）12（83%）1.81.24.77

CI : cardiac index, rt : right, lt : left, PA : size of pulmonary artery（mm）

% of N : percent of normal, BT : Blalock Taussig shunt, PM imp : pace maker implantation

CoA : Coarctation of the Aorta, PAB : pulmonary artery banding

支形態と肺動脈形態が右相同を示すものを right

isomerism（4例），左相同を示すものを left isomerism

（3例）とした（表 1）．

先行手術としては，BT shunt が 2 例に，大動脈縮窄

解除術と肺動脈絞扼術，永久ペースメーカー植え込み

術が各 1例に行われていた．術前心臓カテーテル検査

における心係数（CI）は 3.5～6.2（平均 4.3）l�min・m2，
肺体血流比（Qp�Qs）は 0.4～3.0（平均 1.4）左右肺動
脈径は右が正常の 81％～158％，左が 78％～202％で

あった．肺静脈は，症例 1～6では心房に還流しており，

症例 1は左右肺静脈が心房中央に還流する中心型5），

症例 2～6は左右肺静脈が心房右側に還流する右偏位

型5）であった．症例 7は右肺静脈が右側心房，左肺静脈

が門脈に還流していた（表 2）．

左右肺静脈径の計測は稲村らの報告5）に従い，ヘリカ

ルCTにより行った．肺血流量の指標として右または

左肺静脈下葉枝入口部径を体表面積で除した値を右ま

たは左の PVDI（Pulmonary Vein Diameter index）と

して求めた．

rt（lt）PVDI＝右（左）肺静脈下葉枝入口部径（mm）

�体表面積（m2）
rtPVDは 3.5～11.0 mm，rtPVDI は 14.4～28.1 mm�
m2，ltPVDは 2.3～9.6 mm，ltPVDI は 10.0～22.0 mm

�m2 であった（表 3）．ヘリカルCTより，症例 3～7
の 5例の左側ではいずれも左肺静脈が脊椎を横断する

ところで圧排所見を認め，形態的に左肺静脈狭窄を認

めた．この 5例では PVDI に左右差を認め，lt PVDI

が 12 mm�m2 未満と低値であり，左肺の血流低下すな
わち左肺の高肺血管抵抗を疑った．
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表３　ヘリカルCTによる肺静脈径と PVDI

lt PVDIrt PVDIlt PVDrt PVDBSA症例

19.2169.680.51

2223.76.46.90.292

11.815.86.58.70.553

11.928.13.78.70.314

10.714.44.76.80.445

1015.22.33.50.236

11.214.48.4110.797

BSA : body surface area（m2）, rt : right, lt : left, PVD : 

pulmonary vein diameter（mm）

PVDI : pulmonary vein diameter index（mm/m2）

方 法

GOFによる全身麻酔下，胸骨正中切開を行い，左右

肺動脈を剥離した．まず遮断前の肺動脈圧及び心房圧

を測定した後，一側肺動脈を遮断鉗子で遮断し，全肺

血流を対側の肺動脈に流し，22 G針を用いて対側の主

肺動脈を穿刺し，日本光電社製ポリグラフを用いて肺

動脈圧および心房圧を測定した．症例 4では左側の

BT shunt の末梢での遮断が困難であったため，右側を

遮断した左側の測定のみを行い，残る 6例では両側の

遮断試験を施行した．一側肺動脈遮断試験の評価には，

遮断前後の肺動脈平均圧の変化，および遮断後の肺動

脈心房間圧較差を用いて行った．

結 果

1．遮断前後の平均肺動脈圧の変化

左肺動脈遮断時の右肺動脈平均圧は 10～18（平均

13.7）mmHgから 14～21（17.8）mmHgへと 0～10（4.2）

mmHg変化した（図 1 a）．右肺動脈遮断時の左肺動脈

平 均 圧 は 10～19（14.0）mmHgか ら 13～40（24.7）

mmHgへと 0～23（10.7）mmHg変化した（図 1 b）．

このうちヘリカルCTで形態的左肺静脈狭窄を認めた

症例 3～7のうち症例 3，4では遮断前後の圧変化は 2

mmHg，9 mmHgと，形態的肺静脈狭窄を認めない他

の肺の圧変化と差がなかったが，症例 5，6，7ではそれ

ぞれ 18 mmHg，19 mmHg，23 mmHgと他の肺に比し

著しい圧の上昇を認めた．

2．肺動脈心房間圧較差

左肺動脈遮断時の右肺動脈心房間圧較差は 9～15

（平均 12.2）mmHgであり（図 2 a），右肺動脈遮断時の

左肺動脈心房間圧較差は 5～34（17.9）mmHgであった

（図 2 b）．ヘリカルCTで形態的左肺静脈狭窄を認めた

症例 3～7のうち症例 3，4では圧較差は 13 mmHg，15

mmHgで肺静脈狭窄を認めない他の肺と同様であっ

たが，症例 5，6，7の圧較差はそれぞれ 24 mmHg，26

mmHg，34 mmHgと高値であった．

3．PVDI と肺動脈心房間圧較差の関係

横軸にヘリカルCTによる PVDI を，縦軸に PACT

による肺動脈心房間圧較差をとり両者の関係を求めた

図 1 遮断前後の肺動脈圧の変化

左肺動脈遮断時の右肺動脈圧の変化（a）は 0～10（平

均 4.2）mmHgで，右肺動脈遮断時の左肺動脈圧の変化

（b）は 0～23（平均 10.7）mmHgであった．＊はヘリ

カルCTにて形態的肺静脈狭窄を認めた肺で，この症

例 3，4，5，6，7での遮断前後の圧変化は 2，9，18，19，23

mmHgであった．

図 2 遮断時の肺動脈心房間圧較差

左肺動脈遮断時の右肺動脈心房間圧較差（a）は 9～15

（平均 12.2）mmHgで，右肺動脈遮断時の左肺動脈心房

間圧較差（b）は 5～34（平均 17.9）mmHgであった．

＊はヘリカルCTにて形態的肺静脈狭窄を認めた肺で

この症例 3，4，5，6，7の圧較差はそれぞれ 13，15，24，

26，34 mmHgであった．
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（図 3）．ヘリカルCTで形態的肺静脈狭窄を認めた 5

例の左肺では PVDI が 10,0～11.8（平均 11.1）mm�m2

と他の肺の 14.4～28.1（18.8）mm�m2 に比し低値で，う
ち 3例では PACTにおける肺動脈心房間圧較差が

24，26，34 mmHgと他の肺に比し著しく高値を示し

た．また，形態的肺静脈狭窄を認めない肺では肺動脈

心房間較差は高値を認めなかった．

今回の症例では，PACTにおいて遮断後肺動脈心房

間圧差が左右ともに 15 mmHg以下であった症例 1～

4では肺血管抵抗に左右差がないと判断し，Fontan

手術または bidirectional Glenn（BDG）手術を行い経過

は良好であった．症例 5は PACTにおいて遮断後の肺

動脈心房間圧差が右肺で 12 mmHg，左肺で 24 mmHg

となったが，同時に正常肺動脈弁輪径の 60％の肺動脈

絞扼術を追加することによりBDGを行いえた．症例 6

では遮断後の肺動脈心房間圧差が右肺で 15 mmHg，

左肺で 26 mmHgで左肺血管抵抗が高値のためBDG

は困難と判断し，再度肺動脈絞扼術を行った．症例 7

では遮断後の肺動脈心房間圧差が右肺で 14 mmHg，

左肺で 34 mmHgで，左肺静脈還流異常を修復するこ

とによりBDGを行い得た．全例，手術死亡はなく，遠

隔生存を得ている．

考 察

Isomerism心においては，一側の肺静脈が大動脈又

は脊椎を乗り越えるところで狭窄を起こすことがあ

り，ヘリカルCTによる形態的評価が有用であること

を報告してきた4）5）．このような症例では，肺静脈狭窄

側の低肺血流を生じ，一側の高肺血管抵抗が生じる可

能性があるが，これについて言及した報告はない．一

側の肺静脈狭窄が高度であれば，この肺の血管抵抗が

異常高値となることが予想されるが，対側肺の血管抵

抗が正常であれば通常の心臓カテーテル検査から導か

れる全肺血管抵抗は低値にとどまる．かかる症例では

全肺血管抵抗のみでは正確な肺血管抵抗の評価が行わ

れず，右心系バイパス手術を行っても良好な血行動態

を得られないことがある．そこで我々は，ヘリカルCT

で形態的に一側の肺静脈狭窄を疑った 5例を含む

isomerism心 7 例に対し，ヘリカルCTにおける

PVDI と一側肺動脈遮断試験により左右肺血管抵抗の

評価を試みた．

ヘリカルCTにおける PVDI は，川平ら6）7）が提唱し

ている PV index の概念を応用して算出した．川平ら

は，先天性心疾患患児の心血管造影における肺静脈径

から PV index を提唱し，これが PA index より正確に

肺血流量を反映することを報告し，Fontan 手術症例に

おいても肺血流量評価の有用な指標となることを示し

ている．今回はより非侵襲的なヘリカルCTにおける

肺静脈下葉枝入口部前後径から PVDI を算出し，左右

肺血流量の指標としたところ，肺静脈が大動脈又は脊

椎に圧排され，形態的に肺静脈狭窄所見を認めた症例

3～7の左肺では，肺静脈の心房入口部径も小さく，

PVDI は 10.0～11.8 mm�m2 で，右 肺 の PVDI の 14.4
～28.1 mm�m2 に対し低値であった．これに対し，肺動
脈径は右肺が正常8）の 81～96％，左肺が正常の 78～

159％であった．

一側肺動脈遮断試験（PACT）による肺血管抵抗の評

価は，澤渡ら9）により提唱された方法を参考に行った．

澤渡らは，一般に低肺血流であるFontan 手術候補症

例において，血流負荷をかけた状態での肺血管抵抗を

測定することにより，術後肺血管抵抗をより正確に予

測し得たと報告している．また，正常肺循環系では，

肺血管抵抗は血流量により動的に変化し，一側肺動脈

遮断により対側肺動脈圧は 30～40％（5～7）mmHg

上昇し，肺血管抵抗は 40～50％減少する10）といわれて

いるが，Fontan 手術候補症例では，肺血流負荷によっ

て血管抵抗が正常肺の反応と同じく低下する症例とと

もに，肺血管抵抗が上昇する症例が存在した事も報告

している．しかし，澤渡らは肺血管抵抗に左右差があ

る症例の原因として肺静脈狭窄の存在については言及

していない．我々は PACTによる遮断後の肺動脈心房

図 3 ヘリカルCTの PVDI と PACTの肺動脈心房

間圧較差の関係

＊に示すヘリカルCTにて形態的肺静脈狭窄を認め

た肺では PVDI は 10.0～11.8（平均 11.1）mm�m2

で，他の肺の 14.4～28.1（平均 18.8）mm�m2 に比し
低値で，うち 3例では肺動脈心房間圧較差は 24，26，

34 mmHgと他の肺に比し著しく高値であった．
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間圧差をもって左右肺血管抵抗を評価した結果，症例

1，2の両肺および症例 3～7の右肺では肺動脈心房間

圧差は 5～15 mmHgであった．これに対しヘリカル

CTで形態的肺静脈狭窄を疑った症例 3～7の左肺で

は，症例 3，4では肺動脈心房間圧差は 13，15 mmHg

であったが，症例 5，6，7では 24，26，34 mmHgと高値

であり，肺静脈狭窄による左高肺血管抵抗と判断した．

心臓カテーテル検査時のQpを用いて PACT時の片

肺の肺血管抵抗を算出すると，症例 1，2の両肺および

症例 3～7の右肺では 0.5～2.9（1.8）u�m2 であったが，
症例 3～7の左肺ではそれぞれ 3.5，6.0，3.6，3，3，6.1 u�
m2 と高値となった．高肺血管抵抗の原因としては肺血

管床低形成と肺静脈狭窄があるが，今回の症例では高

肺血管抵抗の原因はいずれも肺静脈狭窄によるものと

考えられた．PACT時の全肺血管抵抗を算出すると

0.3～1.8 u�m2 であり，全例Fontan 手術の適応を満た
しているが，肺静脈狭窄を残したままFontan 手術を

行うことはリスクが高いと考えられた．そこで，症例

5では同時に正常肺動脈弁輪径の 60％の PABを追加

することでBDGを行い，この症例は，その後逆流を有

する共通房室弁の二弁口化手術と肺静脈狭窄解除術を

Fontan 手術への準備手術として行い，最終的にFon-

tan 手術を施行し得た．症例 6では，BDGは困難と判

断し再度肺動脈絞扼術を行ったが，この症例もその後

肺静脈狭窄解除術と共にBDGを施行し得た．この結

果，今回検討した 7例全例において，PACTにより肺

静脈狭窄の存在の有無が血行動態的にも明らかにな

り，これらを解除することにより手術死亡，遠隔死亡

を認めることなく右心系バイパス手術を行い得た．

今回施行した PACTの limitation として，症例によ

り肺血流量に大きな差があり，PACT時の肺血流量が

必ずしも右心バイパス術後の肺血流量と同等でない症

例が存在することがあげられる．特に高肺血流症例で

は有意でない肺静脈狭窄を PACTにより有意と判定

してしまう可能性がある．しかし今回の検討において，

PACT時に異常値を認めた症例では PVDI がいずれ

も低値で，形態的にも肺静脈の圧排所見を認めた．従っ

て，肺静脈狭窄の診断は，PACTのみでなく総合的に

行うことが重要であると考えられる．また，今後症例

を重ねていくことによりこの問題点に対する解答が得

られていくものと考えられる．

ま と め

1．Fontan 手術を目指す Isomerism心 7例に一側

肺動脈遮断試験による血流負荷時の左右肺血管抵抗の

評価を行う一方，ヘリカルCTによる肺静脈狭窄の形

態診断および肺血流量の指標としての PVDI の計測を

行った．

2．ヘリカルCTにおいて形態的肺静脈狭窄を認め

た 5例中 3例で，一側肺動脈遮断試験における遮断時

肺動脈心房間圧較差が 24，26，34 mmHgと高値を認

め，高肺血管抵抗が存在すると診断した．この 3例の

PVDI は 10.7，10.0，11.2 mm�m2 と他の肺に比し低値で
あった．一側肺動脈遮断試験における肺動脈心房間圧

較差とヘリカルCTにおける PVDI は Isomerism心

における左右肺血管抵抗の評価と手術術式の選択に有

用であった．

3．PACTで一側肺の高肺血管抵抗を認めた症例で

は，肺静脈狭窄を解除することにより，右心系バイパ

ス手術を行い得た．

尚，本論文の要旨は第 34 回日本小児循環器学会総会

（1998 年，東京）において発表した．
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Usefulness of pulmonary artery clamping test for the evaluation of pulmonary
vascular resistance in isomerism heart with pulmonary venous obstruction

Masamichi Ono, Hidefumi Kishimoto, Hiroaki Kawata, Takuya Miura,
Toshihiro Funatsu, Shigemitsu Iwai and Tohru Mori

Department of Cardiovascular Surgery, Osaka Medical Center for Maternal and Child Health

Tohru Nakajima, Hutoshi Kayatani, Yoshinobu Takada,
Noboru Inamura and Tomoko Kita

Department of Pediatric Cardiology, Osaka Medical Center for Maternal and Child Health

To evaluate right and left pulmonary vascular resistance, we performed preoperative helical CT
and intraoperative pulmonary artery clamping test（PACT）for seven patients with isomerism heart
（four cases in left isomerism and three cases in right isomerism）. PVDI（diameter of inferior pulmo-
nary vein�body surface area）calculated at helical CT was 14.4～28.1 mm�m2 in the right lungs and
10.0～22.0 mm�m2 in the left lungs. In five of seven cases, PDVI of the left lung was below 12 mm�m2,
which was considered to have low pulmonary flow. In three of these five cases, changes of left mean
pulmonary artery pressure was over 10 mmHg, and pressure gradient between left pulmonary ar-
tery and atrium was over 20 mmHg after right pulmonary artery clamping. We diagnosed that these
three cases had significant high left pulmonary vascular resistance for right heart bypass procedure.
In the other left lungs and all of the right lungs, change of mean left pulmonary artery pressure was
below 10 mmHg, and pressure gradient between pulmonary artery and atrium was below 15 mmHg
after clamping. In three cases demonstrating over 20 mmHg pressure gradient after clamping in the
left lungs, helical CT showed compression of lower branch of left pulmonary vein between vertebra
or descending aorta, and common atrium where it overridden the vertebra and descending aorta. In
patients with isomerism heart, Pulmonary artery clamping test（PACT）was useful to evaluate uni-
lateral high pulmonary vascular resistance, and to have good result in cavo-pulmonary shunt opera-
tion.
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