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単心室症に対する外科的治療の成績と問題点

（昭和59年10月15日受付）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　過去15年間の単心室に対する外科的治療の成績を検討した．69例が62回の姑息手術，27回の根治手術

を受けた．病型はvan　Praagh－Aが13例，　Bが41例，　Cが15例とB型が多く，また共通房室弁（CAVV）

はB型で95％を占めた．Blalock－Taussig手術45回中手術死亡は2例であったが，遠隔死亡が13例でB

型における心不全が多かった．根治手術又は機能的根治手術としてseptationを15，　Fontan手術を7，

total　cavopulmonary　shunt（TCPS）を5例に行った．手術死亡率はそれぞれ53％，71％，20％であっ

たが，1979年以降では前2者はそれぞれ29％，33％へと向上した．Septationは最近の7例で心室容積の

大きなもの（拡張末期容積指数160ml／m2以上）を適応とした．完全房室ブロックが71％と高率に発生し

長期生存の2例でペースメーカー埋込術を要している．Fontan手術はB型を対象としたため成績不良

であったが，TCPSの遠隔成績は良好であった．各術式の選択をより厳格にする必要があるが，右室型

単心室の頻度が高く，その治療成績の向上が望まれる．

　単心室は比較的希な先天性心疾患であるが，近年の

診断及び外科治療，特に新生児乳児期における重症心

疾患患者の管理の進歩により，その外科治療の機会は

増加してきている．二つの房室弁を有するものに対し

ては，従来より心室を二分する心室中隔造設術（septa－

tion）が適応となり，我々も早くからこの方法に取りく

み成功例も得てきた1）”v3）．一方，三尖弁閉鎖症に対する

Fontan手術が良好な成果をあげ4），この方法が単心室

にもmodified　Fontan手術として応用されるに至っ

た5）．さらに下大静脈欠損を伴う例に対するtotal

cavopulmonary　shunt（TCPS）手術も機能的根治手
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術に近いものとして考案され6），一部を除き従来根治

的手術の対象とはなり難かった本症の外科的治療の適

応も変りつつあるのが現状である，姑息手術として，

高肺血流群に対しては肺動脈絞拒術が行なわれるが，

低肺血流群においては，Blalock－Taussig手術や

Glenn手術をいかに適応していくかも議論の残ってい

る所である7）．教室では昭和45年にseptation成功の第

1例ユ）を得て以来，単心室に対する外科治療を積極的

に行ってきたので，今回過去15年間の成績につき検討

し，さらに現状と問題点，及び今後の展望につき報告

する，

　　　　　　　　　対　　象

　昭和44年以降，昭和59年7月末までに大阪大学第一

外科にて外科的治療を行った単心室69例を対象とし
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表1　病型及び房室弁形態

病　型 2AVV CAVV 計

1（A）

II（C）

III（B）

9
1
3
2

4
2
3
9

13

15

41

計 24 45 69

AVV：房室弁，　CAVV：共通房室弁

病型1－IIIは小塚・川島分類，（）はvan　Praagh

分類を示す．（以下同じ）．

た．尚，septationには関連施設にて著者らが行った2

例を含めた．単心室の定義は，van　Praagh8）に従い，

二つの房室弁（2AVV）又は共通房室弁（CAVV）が

一つの心室に開口するものとした．Asplenia，　polys－

plenia合併例も対象に含めた．分類は小塚，川島の分

類9）を用いたが，同時にvan　Praaghのものも使用し検

討した．即ち，1型は左室型単心室（van　Praagh　A

型），II型はundivided　ventricle（同C型），　III型は右

室型（同B，D型）である．

　各病型と房室弁の形態，即ち2AVV又はCAVV
で分類すると表一1のごとくになり，III型（B型）が最

も多く全体の59．4％を占め，1型（A型）及びII型（C

型）は各々18．8及び21．7％であった．1及びII型では

2AVVの方が多く，　III型では95％とほとんどが

CAVVであった．

　手術成績については，術後1ヵ月以内の死亡を手術

死亡，それ以後の死亡を遠隔死亡とした．

　　　　　　　　　　結　　果

　1）姑息手術

　69例に対し延べ62回の手術を行った．手術の種類は，

Blalock－Taussig手術（B・T）がほとんどで45例，

Waterstonないしcentral　shuntが3例，　Glenn手術

が4例，肺動脈絞拒術（PAB）が5例で，その他とし

てaspleniaで総肺静脈還流異常（TAPVD）合併例に

対する姑息的開心術（TAPVD修復＋shunt手術）が5

例であった．各病型毎の手術々式とその成績を表2に

示す．

　初めに代表的なB・T手術について検討する（表3）．

対象はIII型が最も多く62％を占めた．手術死亡は45回

のB－T手術において2例のみ（4．4％）であったが，遠

隔死亡が全体で13例（23．3％）と高率であった．この

遠隔死亡をその原因について検討すると，表4に示す

ごとく，根治手術での死亡が3例，うつ血性心不全

（CHF）が8例，低酸素血症（shunt不全も含む）が2

11－（11）

表2　術式，病型よりみた外科治療

Surgery
Type－1

（A）

Type－II

　（C）

Type－III

　（B）
Total

B－T 8 9（1） 28（1） 45（2）

ω WS／CS 3 3

亘 Glenn 2（1） 2 4（1）

閃
≡
i PAB 2 3（2） 5（2）

国

山 others 5（5） 5（5）

“一一■一一一一一一一一一一一一 〔““■一一一一一一一‥
r　　－　　一　　一　　一　　←　　’　　一　　一　　一　　一　　＝

r－一一’一一一一一一一 宇←一一一一一一≡

total 12（1） 9（1） 41（8） 62（10）

①
Septation 4（1） 10（6） 1（1） 15（8）

・三

Fontan 1 6（5） 7（5）

⇔
巴 TCPS 5（1） 5（1）

」

o “一一≡一一一一一一一一一一一一 曽一一≡一一，一一一一一 一一一一一輪曽≡姪一一F 一一一一一一一一⇒一一← 一←一一一一一合一

O total 5（1） 10（6） 12（7） 27（14）

Total 17（2） 19（7） 53（15）
189（24）

（　）：operative　death，

表3　Blalock－Taussig手術

病　型 2AVV CAVV 計

1（A）

II（C）

III（B）

47（1）〔2〕

2　〔1〕

4　〔2〕

2　〔1〕

26（1）〔7〕

8　〔2〕

9（1）〔3〕

28（1）〔8〕

計 13（1）〔3〕 32（1）〔10〕 45（2）〔13〕

（）：手術死亡，〔〕：遠隔死亡

表4　Blalock・Taussig手術後の遠隔死亡とその原

　因

死　　因
病型（房室弁）

根治手術 CHF Hypoxia

2AVV
CAVV 1

2
1
7

1
1計 3 8 2

例であった．CHFの7例中6例はCAVVを伴うもの

であり，この6例中CAVVの逆流の発生ないし増悪

によると思われるものは4例であった．

　肺動脈絞VTE術（PAB）を5例に行ったが，手術死亡

は2例で，共にIII型＋CAVVで，うち1例はCAVVの

逆流がありCHFが改善せず，他の1例も呼吸不全の

ため死亡した．PAB後に根治手術に至ったものは1例

で，septationを行った．

　Glenn手術は4例に行ったが，手術死亡1，遠隔死亡

2例で，後者の原因は1例は根治手術，他は血栓塞栓

症によるものであった．

　2）根治手術

　根治手術としては，septation及びmodified　Fontan
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手術に加え，TCPSもこれに含め，全体としては27例

となった．これらの成績を，心筋保護法の導入及び前

2者の術式に対する適応がより明確になり，また

TCPSが導入された1979年以降と，それまでの2期に

わけて検討した（表5）．手術死亡率は前期の83％より，

後期の27％へと向上をみた．しかし，後期においては，

病院死亡が3例あり，全体としては27例中10例37％の

長期生存例を得た．以下各術式について検討する．

　A）Septation：15例の成績を，病型及び手術時期別

にわけて表6に示した．前期においては1例を除き全

てII型を対象としたが，後期では1型が対象として加

わっている．前期でのseptation成功例は，　van

Praaghの1・C　solitus　1例と，　ILC　solitusの1例であ

表5　年代別にみた根治手術成績

Procedure 1969－1978 1979－1984

Septation

Fontan

TCPS

8（6）

4（4）

0

7（2）“

3（1）

5（1）＊

Total 12（10） 15（4）＊⇔

（　）：Ope－Death，　＊：Hospital　Death

表6　Septationの手術時期及び病型別にみた成績

Type 1969－1978 1979－1984 Tota1

1（A）

II（C）

III（B）

　　　0

7（5）［1］

1（1）

4（1）［2］

3（1）

　　　0

4（1）［2］

10（6）［1］

1（1）

Total 8（6）［1］ 7（2）［2］ 15（8）［3］

（）：手術死亡，［］：遠隔死亡
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る．尚，前者は術後13年目より頻脈性不整脈の発作が

生じるようになり，術後14年目に突然死した．後者は

術後9年目の現在健在である．両者共，完全房室ブロッ

クは生じなかった．

　後期における7例についてその詳細を表7に示す．

術前心機能として，心室拡張末期容積指数（EDVI）は

161～283ml／M2，正常の左右心室容積の和の

165～237％であった．2例が右室肺動脈心外conduit

を要し救命出来なかった．残り5例でstraight　patch

を4例，大血管転位（TGA）合併の2例でspiral　patch

を用い，2例で経右房的，他の3例で経心室的septa・

tionを行った1°）．この5例中には手術死亡は発生しな

かった，しかし，2例を共に術後2ヵ月目にそれぞれ

sepsis及び不整脈にて失った．完全房室ブロックは7

例中5例に発生し（71％），そのうち2例はconduit併

用の第1，2例である．他の3例は第4，6例のIII－A・

solitus例と第7例のII－C－solitus例であり，永久的

ペースメーカの植込みを行った．2例が術後それぞれ

3年及び6ヵ月の現在元気に日常生活を送っている．

　B）Modified　Fontan手術：初期の4例の年齢は3

歳～10歳（平均5．5歳）で，全例単心房（SA）及びCAVV

を伴う右室型単心室であった．CAVVの置換を1例に

行い，又他の1例でTAPVD，他の1例でPAPVDの
修復も行った．両側上大静脈（SVC）を2例に認めた．

心房内septationは心膜を最初の1例に用いたが，他

の3例ではテフロンパッチを使用した．全例高度の

LOSにて失ったが，3例で心房内の複雑なseptation

を要し，特に心膜使用例では，術後高い右房圧のため

パッチが左房側へ圧排され，肺静脈還流障害を来たし

表7　1979年以降のseptation施行例

症例 年齢
病型

術前心室機能
術　式

（Van　Praagh）
EDVI （％） EF

結　果

1 4 II－C 271 （237） 0．48
spiral－P

ex・conduit
手術死亡

CAVB
2 1 1－C 一 一 trans－vent． 生存

3 5 1－B 206 （165） 0．66 ex．conduit
手術死亡

CAVB
4 3 III－A 217 （197） 0．53 trans－vent 生存，CAVB

5 5 II卜A 161 （173）
『 trans－RA

術後2ヵ月死亡
　　CAVB

6 14 III－A 204 （180） 0．64 trans・RA
術後2ヵ月死亡
　　CAVB

7 4 II－C 283 （221） 0．52 spira1・P 生存，CAVB

EDVI（ml／m2）の％は正常左右心室の和に対するもの，　EF：駆出率，　P：パッチ，　ex－

conduit：心外導管，　trans－vent：経心室，　trans・RA：経右房，　CAVB：完全房室ブ

ロック
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表8　最近のmodi丘ed　Fontan手術例

症例 年齢 病型及び合併奇形 術　式 結　果

－
　
　
　
　
リ
ム
　
　
　
　
O
O

2
　
　
　
　
’
D
　
　
　
　
8
1
　
　
　
　
1

左室型，2AVV，　TGA
criss－cross　heart

右室型，CAVV
右胸心，両側SVC

右室型，2AVV
TAPVD（1－b）

RA－PA直接吻合

RA－PA直接吻合
両側Glenn

TAPVD修復
RA・PA直接吻合

　生存
（9ヵ月）

　生存
（2ヵ月）

手術死亡

表9　Total　cavopulmonary　shunt手術

症例 年齢 初回
手術

共通房室弁
　逆流

結　　　果

1 23 B－T 2／4 aユive，　SO2－90％，　NYHA－II

2 23 B－T 2／4 death　at　2　mo，　septicemia

3 4 B－T none alive，　SO2－91％，　NYHA－1

4 11 WS 2／4 op－death，　high　PVR

5 10 B－T none alive，　SO2－89％，　NYHA－1

SO2：動脈血酸素飽和度，　PVR：肺血管抵抗

た．

　後期の3例は表8に示すごとく，年齢は8歳～15歳，

病型は1型1例，III型2例で，房室弁は2例でCAVV

であり，他の1例はTGA，　criss・cross　heartであり，

一側（三尖弁側）の低形成を伴っていた．第3例は

TAPVD（1－b）を合併していた．第1例は，右室低形

成のため三尖弁口を閉鎖，ASDを閉鎖し右房一肺動脈

直接吻合を行った．第2例はSA，両側SVC，右胸心，

CAVV合併例で，心房内のseptationを完全にすると

肺静脈のCAVVへの還流が障害されると考え，左右

肺動脈は分離せずに両側Glenn手術を行って，心房内

は下大静脈（IVC）からの血液のみを右心房へ導き，肺

静脈からCAVVへのルートを十分大きくとる術式を

行った（図1）．第3例はTAPVD（1・b）合併で，この

修復と心房内septation，右房肺動脈吻合を行った．第

1，2例は生存し，術後それぞれ9ヵ月と2ヵ月になる

が，第3例目は右肺の肺静脈還流障害を来たし，肺不

全により術後の12日目に失った．

　c）Total　cavopulmonary　shunt手術：本術式は

azygosまたはhemiazygos　continuation合併例に対

して，Glenn手術（両側SVCであれば両側）を行い，

肺動脈と心室との間の連絡を断ち，冠及び肝静脈血以

外の体静脈還流血を全て直接肺動脈へ導く術式であ

る．昭和53年1月に第1例に成功して以来これまで計

5例に本法を施行した．各症例の術前所見，結果，術

後状態を表9に示す．CAVVの逆流を伴うものが3例

あり，うち2例でその置換を併せ行った．手術の直接

死亡は第4例の1例のみで，本例では高肺血管抵抗に

よるものであった．他の1例（第2例）はICUより一

時病室へ帰室していたが，septicemiaにて術後2ヵ月

目に死亡した．他の3例は全例経過良好である．動脈

しノ LSVC

⑲

IVC

LA＜

レ／L・一’・

⑲
lVC

LSVC

鰹

PREOP．　SV．CAVV、　PS，　Bilateral　SVC
　Dext，。cardi。，　P。、t－BTεA。－PA・h・nt　　　　　M・dified　F・nt・n　with　Glenn

図1　単心房，両側SVC，　CAVV，肺動脈狭窄，右胸心を伴う単心室に対する両側

　Glenn手術を併用したmodified　Fontan手術
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血酸素飽和度（SaO2）は89～91％の間に留まっている

が，臨床的にはチアノーゼは明らかでなく，また肝機

能上も特に問題を認めていない．術後追跡期間は6年

～ 6ヵ月であり，第1例は房室弁置換に用いたHan・

cock弁の石灰化を認め，その機能不全が疑われるが，

現在NYHA　II度の状態である．

　3）姑息術々後の遠隔成績（生存曲線）

　姑息手術後の長期遠隔成績を検討するため53例の初

回姑息手術後の生存曲線を求めた．根治手術を行った

症例は，その時点までを追跡期間とした．全体及び各

病型毎の生存曲線を図2－aに示した．全体では5年後

9
0
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　602

三50
旦
；4°

Ut　30
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完
匡
完
≧
〉
」
コ
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0
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図2－a　姑息手術後のactuarial　survival　curve．

　各病型の数は当初の例数を示す．

も
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図2－b　姑息手術及び根治手術後のactuarial

　SUrViVal　CUrVe
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以降18年までは62％の生存率であった．病型でみると，

C型が1年以降87．5％の生存率を維持し，他のA，B型

が5年以降63．6及び57．2％であり，C型がA，　B型に比

し良好な生存率を維持する傾向がみられた，根治手術

の結果も含めて各病型の生存曲線をみた（図2－b）．術

後5年以上経過すると，B型の生存率がA，　C型に比

し低くなる傾向にあった．C型も術後15年以降はB型

との間に差をみなくなったが，B型は17年以降は12％

と最も低値をとった．尚，術後15年以上経過している

例は，研究対象期間以前に初回の姑息手術を受げてい

る．

　　　　　　　　　　考　　案

　単心室の定義，分類に関しては，Van　Praaghら8）の

ものがもっぱら用いられて来たが，最近になりAnder・

son，　Beckerら11）のuniventricular　heart，　double　inlet

ventricle等の考え方が導入されてきた．今回は，この

問題についての検討は加えず，従来のVan　Praagh，

及び我々の方法に従ったが，左室型及び右室型単心室

については大きな差はないものと判断した．各病型な

らびに房室弁の形態については，心血管造影の診断が

主である．手術時ないしは剖検により確認したものは

少数ではあるが，我々の前回の検討に比べると3），1型

（A型）の頻度は約20％と差はないが，II型（C型）が

41％から21％へと半減し，一方III型（B型）が38％よ

り60％へと増加した．このように右室型の頻度が高い

ことは，1型（A型）の多い外国の報告12）と異なる所

である．なお，CAVV合併例は前回の検討と変らず約

2／3を占めていた．

　単心室の外科的治療のうち，姑息手術の方針につい

ては既に教室から報告している7）．今回の検討ではほ

とんどがB・T手術であり，これは肺動脈狭窄を伴う例

がほとんどであることによるが，将来の根治手術とし

てseptationを第一選択としたため，　Glenn手術より

もB・T手術がまず選ばれたことも一因と考えられる．

ファロー四徴症をはじめとする他のチアノーゼ性疾患

では，B－T手術の遠隔成績は一般的に良好であるが，

単心室においては必らずしもそうではない事が今回の

検討により示された．即ち，遠隔期での心不全による

死亡が約18％にみられ，かつこれらの症例はIII型（B

型）にCAVVを合併した例に多くみられた．この中に

は，術後CAVVの逆流の明らかな増悪をみた例もあ

り，この群に対して体一肺動脈短絡術を選択するにあ

たっては，十分慎重でなけれぽならない．

　Septationに関しては，今回の検討において最近そ
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の成績に向上がみられるものの，いまだ不満足な結果

であった．我々の後期における手術ないし遠隔死亡の

原因をみると，手術死亡は右室一肺動脈間の心外con－

duitを要した2例で，共にLOSで失っている．　Con・

duitを要する場合は，通常のseptationの場合よりも

右室側に十分な容積が必要と考えられる．1例では

EDVIは正常左右心室の和の165％であったが，右室部

分はその29％，EDVIは59ml／m2と小さく，これが

LOSの一つの原因になった可能性がある．その他胸骨

によるconduitの圧迫も重大な問題であった．遠隔死

亡は経右房的に修復を行った例でのsepsisと不整脈

であり，両者共遺残短絡ないし肺動脈狭窄が誘因と

なった可能性があった．成績向上のためには，当然の

事ながらより完全な修復が必要である．

　最近のseptationに関する報告は，　Feldら13）の

Mayo　Clinicからのものと，　McKay，　Pacificoら14）15）

によるAlabama大学からの報告が主で，その他Doty

ら’6）の経右房的方法の報告もみられる．これらの報告

ではその対象がほとんど左室型単心室（A型）であり，

かつ大動脈が左前方のoutlet　chamberを介して出る

ものである．この型のものが，septationに最も適して

いることは，Mayo　Clinici7）からの報告により明らか

にされ，その後もこの方針がもっぼらとられているこ

とを示している，このように対象を限定しているもの

の，その成績は必ずしも良好とは言えず，Feldら13）の

報告では45例中手術死亡21（死亡率47％），遠隔死亡8

で，長期生存は36％となっている．Alabama大学での

成績は，16例中死亡7例（44％）と同様の成績である

が，その危険率を規定する因子として，outlet　foramen

obstructionの存在と小さな心室容積をあげている．即

ち，心室容積の小さいものを除けぽ手術死亡率は20％

前後となることを指摘している15）．

　単心室の心室容積とseptationの適応の関連につい

ては我々が早くから指摘している所であり18ト22），この

ため単心室での心室容積測定及び心機能の評価は非常

に重要な問題である，Pacificoら15）も最近上述のよう

に心室容積をrisk　factorの一つにあげているが，現在

の所どの程度のEDVがseptationに必要かは明確に

されるに至っていない．我々はEDVを正常の左右心

室の和に対する比率で評価し，術後の駆出率（EF）が

低下するに従い最小必要容積が大となり，正常EFを

0．65とすると予想EFが0．40の場合の最少EDVは

163％，0．55の場合は118％であることを示した2°）．最近

のseptationは結果的にはEDVが約170％以上のもの

15－（15）

を適応としているが，術後のEFが最近の生存3例で

は，0．40，0．42，0．42とほぼ0．40の値をとっているこ

とよりみてこの選択はまず妥当な所と言って良いかと

考えられる，しかしながら，EDVとEFは相互に関連

することからEDVが170％以下の場合は術後EFが

高いこともト分考えられる．我々の成功第1例目の

EFは0．55，　EDVは136％であることより，術前のEF

が良好で，術後もその低下が防げるならぽ，150％以下

の心室容積のものも適応となる．しかし術直後には

EFが低下することは十分考えられることより150％

以下は慎重に対処すべきであろう．

　Septationでの完全房室ブロックの問題は重大であ

る．我々の最近の7例でも71％に発生しており，長期

生存の2例で一応ペースメーカーにより管理は出来て

いるが，術式の選択上考慮しなければならない合併症

である．最近の内藤ら23）の方法は本合併症の防止上有

用で注目されている．

　単心室に対するmodi丘ed　Fontan手術は1976年以降

Yacoub5），　Sharratt24），　Lamberti25｝，　Kreutzerら26）に

より始められ，septationと相対する基本的な術式と

なっている27）．単心室に対するmodi丘ed　Fontan手術

の成績は，三尖弁閉鎖症に対するものと同様，その適

応のcriteriaを厳密にすることにより向上してきてい

る．しかし，Galeら28）の1979年のMayo　Clinicからの

報告では14例中29％の手術死亡率であり，術後の症状，

再手術率等をみると決して良好とは言えない．一方，

本邦では今井ら29）の14例中手術死亡4例，死亡率29％

という良好な成績が報告されている．我々の成績をみ

ると，Fontan手術に関してはその成績は不良である

が，対象とした症例のほとんどが共通房室弁を有する

右室型単心室である3°｝．この群に対するFontan手術

の困難さは，Di　Carloら31）によって指摘されている所

であるが，他の施設の対象例がほとんどが二つの房室

弁を持つdouble　inlet　left　ventricle型のものであり，

これらを同一疾患群としてその成績を比較することは

不適当であろう．特に総肺静脈還流異常を伴うもの（多

くはasplenia）は依然として大きな問題を有してい

て，より段階的なアプローチが必要と考えられる．

　TCPS手術は，下大静脈欠損を有する複雑心奇形に

対し我々が導入したものである6）．第1例を1978年に

行い，その有用性を報告してきたが，最近，外国や本

邦の他施設においても成功例が報告されつつある．本

術式は動脈血酸素飽和度の軽度の低下はさけられない

が，約90％は維持され，心負荷の軽減から心室容積は
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減少し，また体静脈圧の上昇と肝静脈圧は無関係であ

ることよりFontan手術に比べて肝機能への影響が少

ないこと等が特徴である．長期的な問題としては，

Glenn手術においてみられる肺内動静脈shuntの発生

があげられるが，最長6年を含む3例の経過観察から

その発生はみていない．本術式は，下大静脈欠損とい

う限られた制約があるが，他の方法，特に心房内の複

雑なseptationを要し，modified　Fontan手術が不適当

な症例では，IVC－SVCバイパスの作成と，　IVCの肝

下部での結紮を行い，Glenn手術と肺動脈幹の結紮を

行う事も可能ではないかと考えられる．IVC－SVCの

long　bypassはGore－Texグラフトを用いたBudd・

Chiari症候群での成績があり，長期開存の報告も見ら

れることから，年長例で可能ではないかと考えられる．

　単心室の長期遠隔成績については，最近Mayo

Clinicから，非手術例84例を分析した結果が報告され

ている32）．それによると初診後5年での生存率（手術死

亡を除く）はA型72％，C型54％と前者でやや良好で

はあるが，A型では14年，　C型では4年後でその半数

が死亡していることになり，適切な外科的治療の必要

性を示している．我々の今回の検討では，根治手術に

よる死亡を除外した場合は，全体としては5年生存率

は62％であり，特に右室型単心室では57％と他の群に

比し不良であることが示唆された．このことは根治手

術の結果も含めた全体の生存曲線をみても同様の傾向

で，右室型単心室が最も低い生存率を示した．右室型

単心室は，欧米に比し我が国においてはその頻度は高

く，今後その外科治療体系の確立が望まれる所である．

　尚，本論文投稿後，Fontan手術の症例2が術後3ヵ月に

て低蛋白血症より生じた心不全にて急変し死亡した．
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The　Results　of　Surgical　Treatment　for　Single　Ventricle

　　　　　　　　　　　　　　　　　Hikaru　Matsuda，　M．D．，　et　al．

First　Department　of　Surgery，Osaka　University　Medical　School，　Osaka　553，Japan

　　　The　results　of　surgical　treatment　for　single　ventricle（SV）in　the　last　15　years　were　analysed．　Sixty

nine　patients（pts），13　with　type－A，41　with　type－B　and　15type－C，　underwent　62　palliative　and　27　correc－

tive　surgeries．　As　palliative　surgery，　Blalock－Taussig　shunt　was　done　45　times　with　20perative　and　13

1ate　deaths．　TypeB　with　common　atrioventricular　valve　showed　high　late　death　rate　from　heart　failure．

As　corrective　surgery，　ventricular　septation　was　performed　in　15（mortality　53〔70），　modified　Fontan

operation　in　7（71〔70）and　total　cavopulmonary　shunt　operation（TCPS）in　5　pts（20（Vo），　respectively．　In　the

last　7　years，　the　over　all　mortality　in　corrective　surgery　improved　to　27（Yo．　Septation　showed　high　inci－

dence　of　complete　heart　block（71〔70）．　A　large　ventricular　volume（end－diastolic　volume　index　over　160

ml／m2）was　required　for　successful　septation．　Fontan　operation　showed　poor　results　because　the　pts　with

type－B　were　mainly　selected．　TCPS　seemed　promising　for　pts　with　absent　inferior　vena　cava．　SV　ap－

peared　to　be　still　difficult　subset　of　complex　cardiac　anomalies　with　poor　long－term　results　particularly　in

type－B　pts，
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