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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　2例のL型大動脈を伴う両大血管右室起始症（DORV）で，心室ループの異なるSDL型及びSLL型

症例に対しmodified　Fontan手術を施行し，いずれも良好な結果を得た．

　症例1は，10歳女児，2歳時に右Blalock吻合術を施行したが，症状増悪のため精査を行い，右胸心，

肺動脈狭窄（PS），左室低形成を伴うSDL型DORVと診断した．症例2は，13歳男児，心不全で当科へ

緊急入院，薬物療法後の精査で，右胸心，心房中隔欠損症（ASD），高度PSを伴うSLL型DORVと診

断した．手術は，両老とも中等度低体温，心筋保護下に房室弁を閉鎖し（症例1は，三尖弁直接閉鎖，

症例2は，僧帽弁とASD（II）をダクロン布で閉鎖），肺動脈弁は両者とも直接閉鎖した．右房一肺動脈

吻合は，後壁は直接縫合，前壁は前者では自己心膜，後者ではRygg　1弁付き心膜を用い吻合口の開大

を計った．両者とも症状，心機能の改善を得た．

　両大血管右室起始症（DORV）は，比較的稀な心奇

型であり，多彩な病型，病態と伴うため，外科治療成

績も未だ満足すべき状態ではなく，多くの問題点を有

している1）2）．

　最近，われわれは，臓器心房正位，L型大動脈を伴

うDORVで，心室ループの異なる2例のDORV
（Van　Praaph分類SDL及びSLL型）に対し
modified　Fontan手術を施行し，いずれも良好な術後

経過が得られた症例を経験したので，外科治療方法お

よび術後の心機能について述べ，本症外科治療の問題

点について考察を加え報告する．

　　　　　　　　　症　　例

　症例1：10歳，女児．

　主訴：チアノーゼ，易疲労性．

　現病歴：生下時よりチアノーゼを認め，2歳時に，
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ファロー四徴症の診断のもと，右Blalock吻合術を受

けたが，5歳時より症状の増悪を認め，精査と手術の

目的で当科へ入院した．入院時，体重28kg，口唇にチア

ノーゼ認め聴診にて，胸骨右縁第2～3肋間にLevine

2／6の収縮期雑音，右第2肋間にBlalock短絡音を聴

取した．肝，脾は触知せず，胸部X線像では，右胸心，

肺血管陰影減少所見を呈し，心胸郭比（CTR）は46％

であった（図1）．心電図は洞調律，左軸偏位を示した．

血液所見では，赤血球数650万，ヘマトクリット値（Ht）

60％と多血症を示した．

　術前心カテーテル（心カテ）検査（表1）及び心血

管造影所見（図2）では，両心室内圧は等圧で，肺動

脈内へのカテーテル挿入は不能であった．逆行性心室

造影では，解剖学的右室より大動脈（AO），肺動脈

（PA）が造影され，心室中隔欠損口（VSD）を介し，

左室が造影された．右室は前方に位置し，左室は小さ

く右室の後方に位置した．大動脈弁と肺動脈弁は同じ

高さで，大動脈は肺動脈の左前方に位置し，両大血管
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図1　術前の胸部X線像と心電図所見を示す．

　心を示す．（胃泡は左側）

心胸郭比46％，肺血管陰影減少，右胸

　　　　　　　　表1　症例1の術前および術後2ヵ月目の心カテーテル所見を示す．

Cardiac　Catheterization　Data

Preoperative Postoperative

Pressure（mmHg） Saturation（％） Pressure（mmllg） SaturatiOI1（％）

Right　Atrium（RA　mean） a二8　v＝10（7） 68．8 a＝18　v＝20（18）

Right　Ventricle（RVEDP） ll2／0　　　（8） 71．1 125／0　　　　（7）

Main　Pulm．　Artery（mean） 24／10At　ope． 18／Il　　　　（13） 68．3

Pulm．　C．　W．　P（mean） a＝13　v＝10（10）

Left　Atrium a＝9　v二10 96．5

Left　Ventricle（LVEDP） ユ09／0　　　（9） 93．8

Aorta ］00／72 80．7 114／80 95．2

Cardiac　lndex　（Exercise） 4，9　　　　（6．72）

’Cardiac　lndex（1／min／m2）1（Exercise）

は右室より起始し，PSを示し，大動脈造影でBlalock

吻合口の良好な開存を認めた．以上の検査所見より

SDL型DORV，　PS，　VSDを伴った右胸心と診断し手

術を施行した．

　手術所見二胸骨正中切開にて心臓を露出し，心膜を

3×5cm切除した．心表面の前面に右室があり，この心

室より大動脈（AO）と肺動脈（PA）が起始し，　AOは

PAの左側前方に位置し，　PA／AO比は1：4で，術中

に測定したPA圧は，24／10mmHg（平均16）であった．

中等度低体温完全体外循環下（28℃）に，ヤング液併

用冷却心筋保護液および局所心筋冷却による心筋保護

を行い，右心耳を縦切開し，右心系に附着する房室弁

は三尖弁であることを確認した．この房室弁を介して，

心室内を検索すると，大きなVSDをはじめ，中隔の低

形成，房室弁のstraddling及び比較的小さな左心室を

認めた．手術はmodified　Fontan手術を行うべく，ま

ず，三尖弁を3－0ポリプロピレン糸にて直接閉鎖し，

ついで，主肺動脈を縦切開し，弁性狭窄を有する肺動

脈弁を3－0ポリエステル糸で直接閉鎖した．

Blalock吻合口は右肺動脈内側上より縫合閉鎖した．

右心耳と主肺動脈の吻合は後壁直接に，前壁は用意し

た自己心膜片を用い，ヘガール拡張器22mmが容易に

挿入できる大きさに吻合した．

　術後経過：術後は中心静脈圧（CVP）を20～25cmH2

0に維持し，ドパミン3～5μg／分／kg投与で十分な血

圧維持と尿量が得られ，心拍出量は，スワン・ガンツ

カテーテルにより3．51～4．221／分で経過した．右胸腔

内排液管は術後5週目で抜去可能となった．

　術後2ヵ月目に行った心カテ所見は，表1に示すご

とく，PA圧18／11mmHg（平均13），右房a波18（平均

圧18）mmHg，動脈血酸素飽和度は，術前80．7％より

95．2％と著しく改善を示し，心拍出量も安静時4．911／
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分／m2より運動負荷時6．72〃分／m2と増加した．心血管

造影所見は，図3に示すごとく，右室造影で吻合口は

良好に開存し，房室弁，肺動脈弁からの漏れもなく，

また，逆行性右室造影でも，右室の収縮力は良好で，

房室弁からの逆流も認められなかった．胸部X線像（図

4）はCTR　50％，肺血管陰影の増強を認め，心電図も

洞調律を示した（図4）．

　症例2：13歳，男児．

　主訴：チアノーゼ，心不全．

　現病歴：生後間もなく，心疾患を指摘され，某病院

で複雑心奇形といわれ，養護学校に入学したが，チア

ノーゼ増強，顔面浮腫，乏尿にて，外科治療の目的で

入院となった．

　入院時，体重36kg，体格栄養不良，全身に高度のチア

ノーゼを認め，肝は右季肋下にて3横指触知した．聴

診では，胸骨右縁第2肋間にLevine　1／6の弱い収縮期

雑音を聴取した．一般検血で，赤血球数822万，Ht　59％

と多血症を示し，胸部X線像で右胸心，肺血管陰影の

Preoperative　VentriCulogram
Postoperative　　Cineangiogram
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図2　上段：逆行性大動脈造影では解剖学的右室より

　大動脈と肺動脈が造影され，右胸心を示す，

　下段：順行性右室造影（側面）で大動脈は前方，肺

　動脈は大動脈の後方に位置し，両側円錐を認める，

図3　上段：右房造影で房室弁および肺動脈弁からの

　逆流はなく，吻合口も十分な大きさを示す．

　下段：逆行性右室（解剖学的）造影で，右心室の収

　縮力は良好で房室弁の右房への逆流を認めなかっ
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図4　術後3ヵ月目における胸部X線像（CTR＝50％）心電図所見を示す．
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表2　術前および術後の心カテーテル検査所見を示す

Cardiac　Catherization　Data

Preoperative Postoperative

Pressure（mmHg） Saturation（％） Pressure（mmHg） Saturation（％）

Right　atrium（mean） a＝13
40．3

a二］8
　　　　　　（15） 78．1

v＝11 v＝16

Right　ventricle 106／0－8 56．3 100／0 93．1

Main　PA（mean） 18／ll（12）atop 　
11／8　（10） 77．8

Left　atrium（mean） a＝11
　　　　　（／0） 94．2

v＝10

Left　ventricle 106／0－8 57．9 100／0 92．9

Aorta 102／68 60．4 100／62 93．7

Cardiac　Index　（Exercise） 2．33（5．03）＊ 94．1

＊ 1／min／m2
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図5　症例2の術前胸部X線像と心電図所見を示す．

　右胸心と肺血管陰影の減少を示す．

減少を認め，CTRは53％であった．心電図は洞調律と

左軸偏位を示した（図5）．心エコー検査では，大きな

ASD，　VSDを認めPAはAOの後方に位置する所見

を得た（図6）．心カテ検査では（表2），左，右心室

は等圧で，PA圧は測定できず，また，右心系より解剖

図6　術前の心エコー図を示す．

学的左室へのカテーテル挿入は可能であった．また，

逆行性大動脈及び心室造影（図7）では，左側心室は

右室構造を呈し，この心室より両大血管が起始し，AO

はPAの左前方に位置し，　PSを認めた．

　以上の所見より，SLL型DORV，　VSD，　ASD，　PS，右

胸心と診断し，Fontan手術の適応と考え，手術を施行

した．

　手術所見：症例1と同様に心筋保護下に手術を行

い，大血管の位置関係は，AOは右室から起始し，　PA

の左側前方に位置し，PA／AO比は1：5を示し，術中

測定したPA圧は18／11（平均圧12）mmHgであった．
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図7　心血管造影所見を示す．
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図8　術後2ヵ月半における心血管造影所見

ついで，右心耳切開にて，直径3×2cm大のASD（II）

と二尖弁からなる僧帽弁を認め，いずれもダクロン布

にて閉鎖した．主肺動脈を切開し，0．5×0．5cm大の開

口を有するPA弁をポリエステル糸で直接閉鎖し，最

後に右心耳と主PAを後壁は直接吻合，前壁はRygg

1弁付き心膜にて吻合口の開大とPAより右房への逆

流防止を計った．

　術後経過：術後のCVPは20～28cmH20で経過し，

血圧及び利尿はドパミン3～5μg／分／kg，フロセミド及

びアルブミン200～300ml／日の投与にて調節し，利尿

を得た．右胸腔内排液管の抜去には2ヵ月を要した．
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図9　術後．胸部X線所見と心電図所見を示す．

　術後10週目に施行した心カテ検査（表2）では，PA

圧11／8（平均圧10）mmHg，右房a波18mmHg，心血管

造影（図8）において，右房の収縮力は良好で，房室

弁，PA弁よりの逆流もなく，また，心室造影でも機能

的左室の収縮力は良好であった（図8）．胸部X線では，

CTRは46％と減少し，心電図も洞調律を示し，全経過

中，不整脈発生はなく（図9）．現在，術後5ヵ月を経

過し，チアノーゼも消失し，術前動脈血酸素飽和度

60．4％より94．1％に改善し，心拍出量も，安静時2．33

1／分／m2より運動負荷時5．031／分／m2へと増加を認め

ている．

　　　　　　　　　　考　　察

　DORVは，比較的発生頻度の少ない先天性複雑心奇

形であり，病型により手術方法も異なり，手術成績は

必ずしも良好とはいい難い1）2）．

　本症の定義に関し，Neufeldら5）6），　Levら7）の報告が

あるが，今回，著者らが経験した症例は，Stewart8）の

分類によると，症例1は，DORV（SDL），　subaortic

VSD＋PS，房室弁のstraddlingを認めた右胸心であ

り，症例2は，DORV（SLL）subpulmonic　VSD十PS，

右胸心で，肺動脈形成不全を認めた．
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　本症に対する根治手術は，病型が多彩であるため，

種々の術式が選択されている．まずsubaorticないし

double　committedに対しては，左室一大動脈パッチ形

成とPSを伴う症例では，右室流出路拡大術，　Rastelli

手術1°）が施行され，成功例の報告がみられる．一方

subpulmonicまたは，　non－committed　VSD型は，　VSD

からAO弁口までの距離が遠く，subaortic　conusカミ発

達し，この部分の心筋切除を必要とする症例では，左

室一肺動脈パッチ形成と心房内血流転換術（Mustard

法11），Senning法12））が適応となり，また，肺高血圧を

伴い，右室内腔が大きな症例には，右室内人工血管を

用いたVSD－AOバイパス術13｝も可能である．また，　L

型malpositionで，右冠動脈が右室流出路を横走する

症例にRastelliによる成功例の報告がみられる14）．

　しかし，自験例の症例1のごとく，心室内で心室中

隔の発育が不良で，VSDが大きく，左右房室弁が

straddlingを示す症例では，心室中隔形成術は困難で

あり，このような症例には房室弁及び肺動脈弁を閉鎖

し，右心耳と肺動脈とを吻合する，いわゆるFontan手

術変法が，心室切開を避け得，人工血管，人工弁も用

いず，手術手技も容易であり，有用な術式と考える．

　また，症例2にみる房室逆位を伴うSLL型DORV

に対する根治手術は，VSD閉鎖における房室ブPtック

の発生頻度が高いこと，また，右室が体循環を維持す

ることによる術後の房室弁（三尖弁）閉鎖不全の招来

などの問題点を残している．かかる症例に対し，右室

切開にて左室一肺動脈パッチ形成と右室流出路拡大術

を行う方法15｝，また，VSDを左室切開16），大動脈切開17）

にて閉鎖し，左室一肺動脈に人工血管バイパス術を行

う方法などがみられる．また，最近，deLevalら18）は，

房室逆位の症例に対するVSD閉鎖法として，　VSDを

介して右室側に針糸を置く術式を採用し，房室ブロッ

クの発生頻度は減少したと述べている．著者らも

VSD＋PHを伴うSLL型に本術式を試み，術後の房室

完全ブロックの発生は認めなかったが，三尖弁閉鎖不

全を増悪した症例を経験し，この方法も問題点を有し

ている．このように，SLL型DORVに対する外科治療

では房室弁閉鎖不全，術後伝導障害，心室切開による

心機能低下，人工血管，人工弁などの遠隔期での問題

点を残している．

　一方，今回，著者らが施行したFontan手術変法は，

手術手技的に比較的容易であり，Galeら19）も，単心室，

複雑心奇形の17例に対して本法を用い，良好な成績を

報告している．しかし，本法の問題点として，Galeら
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は術後4例（33％）に房室弁閉鎖後にパッチ離開を認

め，2例に再手術を施行している．また，本法で肺血

管抵抗値が4単位以上の症例では，術後に腎不全と心

機能低下を認めたと述べているが，自験の2例は，術

中測定で，いずれも肺動脈圧は低く，肺血管抵抗値も

4単位以下であった．

　つぎに，術後経過についてみると，症例1では，胸

水貯溜も軽度で，術後5週で胸腔内排液管の抜去が可

能であったが，症例2は，肺動脈の発育が不良で，術

後のCVPも25～30cmH20まで一時上昇を示し，胸腔

内排液管の抜去に2ヵ月を要した，Dotyら28）は，三尖

弁閉鎖症および単心室8例に対して，右房一肺動脈の

直接吻合を行い，術後早期に昇圧剤の使用もなく経過

したと述べており，遠隔期での心機能も良好である．

　自験例2例の術後2ヵ月および2ヵ月半に行った心

カテ検査で，動脈血酸素飽和度，心拍出量も安静時か

ら運動負荷時に37％，115％の増加を認め，十分に運動

に耐えられるものと考えられた，また，全経過を通じ

て，肝機能障害の合併は認められなかった．現在，こ

れらの2症例は，術後1年2ヵ月，6ヵ月を経過し，

元気な学校生活を送っているが，さらに長期予後にお

ける心機能の観察が必要である．

　　　　　　　　　　結　　語

　今回，著者らは，大血管L－malpositionを伴い，心室

ループの異なるSDL型及びSLL型DORVに対し，

房室弁と肺動脈弁を閉鎖し，右心耳と肺動脈を直接吻

合するFontan手術変法を施行し，いずれも，術後に良

好な心機能が得られたので本症の外科治療の問題点に

ついて検討し報告した．

　　　　　　　　文　　献

1）Harvey，　J．C，　Sondheimer，　H．M．，　Williams，　W．

　G．，Olley，　P．M．　and　Trusler，　GA．：Repair　of

　double・outlet　right　ventricle．　J．　Thorac　Car－

　diovasc．　Surg．，73：611－615，1977．

2）Stewart，　R．W．，　Kirklin，　J．W．，　Pacifico，　A．D．，

　Blackstone，　EH．　and　Bargeron，　LM．：Repair

　of　double・outlet　right　ventricle：Analysis　of　162

　cases．　J．　Thorac　Cardiovasc　Surg．，78：502－514，

　1979．

3）Van　Praaph，　R．，　Weinberg，　P．M．　and　Van

　Praaph，　S．：Malposition　of　the　heart．　Heart

　Disease　in　Infants．　Children　and　Adlescents，

　Moss，　A．J．，　Adams，　F．H．，　Emmanovilides，　G．C．，

　ed．，　Baltimore，1983，3rd．　Williams　and　Wilkins

　Co．，　p．422．

4）安倍十三夫，小松作蔵，杉木健司：大動脈弁置換術

Presented by Medical*Online



昭和61年3月1日

　　　後における各種心筋保護法の比較検討．日胸外会

　　　言志，　31　：1115－1122，　1983，

5）Neufeld，　M．N．，　DuShane，　J．W．，　Wood，　E．M．，

　　　Kirklin，　J．W，　and　Edwards，　JE．：Origin　of

　　　both　great　vessels　from　right　ventricle．　I　with－

　　　out　pulmonary　stenosis．　Circulation，23：399

　　　－412，1961．

6）Neufled，　M．N．，　DuShane，　J．W．，　Dewards，　JE．：

　　　Origin　of　both　great　vessels　from　the　right

　　　ventricle．　II　with　pulmonary　stenosis．　Circula－

　　　tion，23：603－612，1961．

7）Lev，　M．，　Bharats，　S．，　Meng，　C．C．L，　Liberthson，

　　　RR，　Paul，　M．H．　and　Idriss，　F．：Aconcept　of

　　　duoble・outlet　right　ventricle．　J．　Thorac　Car・

　　　diovasc　Surg．，64：271－281，1972．

8）Stewart，　S．：Double・outlet　right　ventricle，　A

　　　collective　review　with　a　surgical　viewpoint．　J．

　　　Thorac　Cardiovasc　Surg．，71：355－365，1976．

9）Patrick，　D．L．　and　McGoon，　D．C．：An　opera－

　　　tion　for　double・outlet　right　ventricle　with　tran－

　　　sposition　of　the　great　arteries．　J．　Cardiovasc

　　　Surg．，9：537－545，1968．

10）前原正明，竹内成之，今村洋二，小田桐重遠，井上

　　　正：両大血管右室起始症（SDL）に対するRastelli

　　　tyre手術の1治験例．日胸外会誌，28：1462
　　　－1468，　1980．

11）Hightower，　B．M．，　Barcia，　A．，　Bargeron，　L．M．

　　　and　Kirklin，　J．W．　l　Double－outlet　right　ventri－

　　　cle　with　transposed　great　arteries　and　subpul－

　　　monary　ventricular　septal　defect：The　Taussig－

　　　Bing　malformation．　Circulation，39（Suppl　I）：1

　　　－207，1968．

12）Abe，　T．，　Komatsu，　S．，　Chiba，　M．　and　Asai，　Y．：

　　　Successful　modified　Senning　operation　for　the

　　　repair　of　Taussig・Bing　malforrnation．　J．　Car－

　　　diovasc　Surg．，23：1－5，1982．

13）Abe，　T．，　Sugiki，　K．，　Izumiyama，0．　and　Komat・

　　　su，　S．：Asuccessful　procedure　for　correction

233－（97）

　　　of　the　Taussig・Bing　malformation．　J．　Thorac

　　　Cardiovasc　Surg．，87：403－409，1984．

14）角　秀秋，瀬瀬　顕，麻生俊英，益田宗考，井本

　　　浩，松崎浩史，中村裕郎，戸嶋良博，安井久喬：大

　　　動脈L－malpositionを伴う両大血管右室起始症の

　　　外科治療と術後心機能．日胸外会誌，32：95－105，

　　　1984．

15）安倍十三夫，塚本　勝，田中利明，木村希望，泉山

　　　修，星野　豊，浅井康文，上田　睦，杉木健司，小

　　　松作蔵：両大血管右室起始症（DORV）に対する手

　　　術々式の検討．日胸外会誌，33：85－91，1985．

16）Tabry，1．F．，　McGoon，　D．C．，　Danielson，　GK，

　　　Wallace，　R．B．，　Davis，　Z．　and　Maloney，　JD．：

　　　Surgical　associated　with　atrioventricular　dis－

　　　cordance．　J．　Thorac．　Cardiovasc　Surg．，76：336

　　　－344，1978。

17）Harlan，　B．J．　and　Cooley，　D．A．　l　Transaortic

　　　repair　of　double－outlet　right　ventricle　with　situs

　　　inversus．1・loop，1・malposition（ILL），　subaortic

　　　ventricular　septal　defect，　and　　associated

　　　anomalies．　J．　Thorac　Cardiovasc　Surg．，72：547

　　　－552，1976．

18）deLeval，　MR．，　Bastos，　P．，　Stark，　J．，　Taylor，　J．F．

　　　N．，Macrtney，　F．J．　and　Anderson，　R．H．：Sur－

　　　gical　technique　to　raduce　the　risk　of　heart　block

　　　following　closure　of　ventricular　septal　defect　in

　　　atrioventricular　discordance．　J．　Thorac　Car・

　　　diovasc　Surg．，78：515－526，1979．

19）Gale，　AW．，　Danielson，　G．K，　McGoon，　D．C．　and

　　　Mair，　D．D．：Modified　Fontan　procedure　for

　　　univertricular　heart　and　complicated　con・

　　　genital　lesions．　J．　Thorac　Cardiovasc　Surg．，78：

　　　831－838，1979．

20）Doty，　D．B．，　Marvin，　W．J．　and　Laver，　RM．：

　　　Modified　Fontan　procedure．　methods　to　achieve

　　　direct　anastomosis　of　right　atrium　to　pulmonar・

　　　yartery．　J．　Thorac　Cardiovasc　Surg．，81：470

　　　－475，1981．

Presented by Medical*Online



234－（98） 日本小児循環器学会雑誌　第1巻　第2号

Modified　Fontan　Procedure　for　Correction　of　the　Double－Outlet　Right

　　　　　　Ventricle　with　L－Malposition　of　the　Aorta（SDL＆SLL）

Tomio　Abe，　Sakuzo　Komatsu，　Kenji　Sugiki，　Yasufumi　Asai，　Masami　Inaoka，

　　　　　　　　　　　　　Osamu　Izumiyama　and　Masaru　Tsukamoto

　　Department　of　Cardio－Thoracic　Surgery，　Sapporo　Medical　College　and　Hospita1

　　　Two　cases　of　successful　repair　of　the　double－outlet　right　ventricle（DORV）with　L－malposition　of　the

aorta　and　pulmonary　stenosis　were　reported．　The　case　l　was　10　year－old　girls　who　had　previous　Blalock－

Taussig　anastomosis　at　5　years　old　and　was　diagnosed　as　the　DORV（SDL）with　subaortic　ventricular

septal　defect（VSD）and　pulmonary　stenosis（PS）．　The　other　case　was　3　yearっld　boy　who　had　the　DORV

（SLL）with　subpulmonary　VSD　and　severe　PS．　The　operation　was　performed　with　the　closure　of

atrioventricular　valve　by　sutures（case　1）and　by　a　use　of　Dacron　prosthesis　and　the　closure　of　pulmonary

vlave　ringes　by　direct　sutures　and　a　large－diameter　direct　anastomosis　of　the　right　atrial　appendage　to

the　pulmonary　artery　by　use　of　an　autopericardium（case　1）and　Rygg　monocusp　pericardium（case　2）

was　obtained．　Both　patients　have　had　excellent　hemodynamics　with　this　procedure　and　have　been　doing

very　well　at　one　year　and　at　6　months　postoperatively．
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