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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　混合型総肺静脈還流異常症（Ia＋IIa）3例を経験した．無名静脈に左上肺静脈が還流するもの2，左

上下肺静脈が還流するもの1例であった．心エコー診断の後，肺動脈造影により還流部位を確認した．

手術は大動脈遮断を伴わない，中～高度低体温体外循環下に，心内バッフルによる肺静脈血流の左房転

位（cutback法）によりIla型の修復を行った後，　Ia型に対しては垂直静脈に形成を加えたうえで，左心

耳基部より左房後壁にかけて作製した大きな切開口との間に，端側吻合を行った．術後はいずれも順調

に経過している．左上肺静脈のみが無名静脈に遷流する混合型の乳児期早期例においても肺静脈一左房

吻合を加えた完全修復が理想的であり，またこれが十分に可能であると考える．

　　　　　　　　　　はじめに

　総肺静脈還流異常症（以下TAPVD）の治療成績は

近年，診断法，術前管理，手術手技の進歩に伴い，向

上がみられるが，混合型，特に左上肺静脈のみが無名

静脈に還流する型の治療方針に関しては，未だ意見の

一致をみていない．今回われわれは，3例の混合型

（Ia＋IIa）総肺静脈還流異常症を経験したので外科治

療方針に検討を加えて報告する．

　　　　　　　　　　症　　例

　症例1は1歳3ヵ月の男児．生後6ヵ月頃より多呼

吸，哺泣時のチアノーゼが出現し，生後1年目に心血

管造影により，TAPVDと診断された．1歳3ヵ月時

に手術目的で本院に紹介された．

　症例2は生後33日の女児．生後9日目より，多呼吸，

哺乳不良，体重増加不良がみられた．近医で心エコー
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検査にて，VSD，　TAPVDを疑われ，強心，利尿剤の

投与を受けたが改善がみられず，本院に転院となった．

　症例3は生後46日の男児．生下時より，顔色が不良

で，哺乳力が弱かった．1ヵ月検診にて，心雑音と遷

延性黄疸を指摘され，心エコー検査で，TAPVDを疑

われ，本院に紹介された．

　各症例の入院時現症および検査所見を表1に示し

た．症例2では心拍数160／分と頻脈がみられ，聴診上，

第4肋間胸骨左縁にLevine　3／6度の収縮期雑音とII

音の充進，胸部レ線にて右第2弓の突出を認めた．肝

は弾性硬で肋弓下3cm触知した．症例3では軽度の黄

疸とチアノーゼ，吸気時のretractionを認め，胸骨左

縁第3肋間に，Levine　2／6度の収縮期雑音とII音の充

進を認めた．胸部レ線では，心拡大と肺血管影の増強

がみられた．

　心エコー：各症例とも，右心系は左心系に比して有

意に拡張していた．また，無名静脈の拡張とともに拡

大した冠静脈洞がみられた．（図1）さらに症例2では，
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表1　混合型TAPVD手術症例

症例（性） 1（男） 2（女） 3（男）

年齢 1歳2ヵ月 33日 46日

身長（cm） 77．4 48．7 58．3

体重（kg） 9．6 2．3 3．6

呼吸数（回／分） 60－70 70－80 70

CTR（％） 57 58 65

ECG 軸120° 軸110° 軸13⑪゜

RVH RVH RAH，　RVH

確定診断 IIa＋Ia（LUL） Ia＋IIa（R－lung） IIa＋Ia（LUL）

合併奇形 PDA small　VSD Coarctation，　PDA

LUL：left　upper　lobe，　R－lung：right　lung
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　　　　　　　　　　　　図1　症例2の心エコー図

左図：胸骨上窩から大動脈弓をみる断面，右図：肋骨弓下四腔断面

Ao：Aoritic　arch，　InV：Innominate　vein，　VV：vertical　vein，　RA：right　atrium，

RV：right　ventricle，　LV：1eft　ventricle，　PV：pulmonary　vein，　CS：coronary　sinus

一

小さなVSDが認められた．また，コントラストエコー

を施行したところ右房から左房への短絡が確認され

た．症例3においては，左上，下肢間に24mmHgの圧

較差を認めたが，大動脈縮窄は確認できなかった．

　心臓カテーテル検査：症例1と2で右心カテーテル

を行った（表2）．2例とも無名静脈と右房において，

02のstep　upがみられた．また，症例3では右房圧19／

9（13），左房圧8／5（7）mmHgと圧較差を認めた．心

房中隔欠損口の狭小に伴う肺静脈閉塞所見と考え，

BASを施行し，血圧は約20mmHg上昇した．

　心血管造影：3例とも肺動脈造影を行った（図2，

3）．症例1，3では右肺静脈及び左下肺静脈が冠静脈

洞へ，左上肺静脈が垂直静脈を経て無名静脈へ，また

症例2では右肺静脈が冠静脈洞へ，左肺静脈が無名静

脈へ還流する所見が得られた．3症例とも造影上，両

静脈間の交通は認められなかった．さらに症例3では，

表2　Cardiac　catheterization　records

SaO2％ Pressure（mean）mmHg

症例1 症例2 症例1 症例2

SVC 67 51 （7） （8）

INN 78 99 （6）

IVC 71 63 （4） （6）

RA 91 88 （5） （6）

RV 89 98 52／16（31） 66／1（26）

PA 91 95 56／24（36） 43／11（26）

LA 85 （4）

LV 88 74／1（28）

Ao 91 65／15（40）

INN：Innominate　vein

左房造影を行い，大動脈縮窄を確認した．

　手術（表3）：各症例とも仰臥位にて，中～高度低体

温体循環，自然心室細動または心拍動下に還流異常の
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　　　　　　　　　　　図2　症例1，2の肺動脈造影
InV：innominate　vein，　RPV：right　pulmonary　vein，　VV：vertical　vein，　RA：right

atrlum
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　　　　　　　　　　図3　症例3の選択的肺動脈造影

r・PAG：right　pulmonary　arteriography，1・PAG：left　pulmonary　arteriography，

LLPV：left　lower　pulmonary　vein

完全修復を行った．IIa型に対しては，冠動脈洞とASD

および左房の隔壁を可及的深くまで切り込み喫状に切

除し，この両者を十分に大きなDacron　patchで覆い，

肺静脈血流を左房に導いた（cut－back法）．続いて，　Ia

型に対して後方到達法で垂直静脈を無名静脈への流入

部近くで切断し左房と吻合した．吻合に際しては垂直

静脈を肺静脈分岐近くまで縦に切開し，断端を形成し，

左心耳基部より左房後壁にかけて6－OProlene　1点

支持連続縫合にて端側に行い，できるだけ大きな吻合

口を得るようにした．これらの操作に要した体外循環

時間は各k・　132分，96分，92分であった．尚，症例2で

はVSDは小さく，手術時間の短縮も考慮して放置し

た．また症例3ではまず，右側臥位にて大動脈縮窄に

対するsubclavian　flap　aortoplastyと動脈管結紮術を

行ったあと仰臥位とし，TAPVDの修復を行った．

　術後経過：症例L　3では術後のカテコラミンも不

要で，術翌日および術後5日目に抜管できた．症例2

では，心カテーテル検査後よりみられた乏尿が，術後
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表　3

症　　　例 1 2 3

一 一 一シェーマ

＝ ば ＜
、） ） ）

夢 ㌣

術　　　式
Ra　cコtback法

LUPV・LA吻合

皿a　cut　back法

LPV・LA吻合

CoA修復
∬a，cコt　back法

LUPV・LA吻合

体外循環時間 139分 106分 92分

最低直腸温 27．6’C 24．5℃ 24．5℃

挿管日数 1日 26日 5日

カテコラミン

　便用日数
0日 13日 0日

術後検査 エコー エコー エコー

心カテーテル 心力テーテル

術後経過期間 2年3ヵ月 8ヵ月 5ヵ月
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　　図5　症例3の術後心エコー図：四腔断面

patch：ASD　patch，　MV：mitral　valve，　IVS：inter一

ventricular　septum，　LA

upPer　pulmonary　vein

：left　atrium，　LUPV　left

　　詳v－LA

欝籍

　　　　図4　症例2の術後左肺動脈造影

PV’LA：junction　of　PV　and　LA

更に増悪し，13日間の腹膜灌流と16日間のカテコラミ

ンの投与を要したが，術後26日目には抜管できた．

　術後カテーテル検査は症例1，2で行われた．症例

1では肺動脈模入田祐14mmHg，左17mmHgと左
側で軽度の上昇を認めたが，胸部レ線で欝血所見なく，

全身状態も良好で術後46日で退院した．症例2の術後

2ヵ月の検査では，放置したVSDのためQp／Qsは

2．10であったが肺静脈から左房への還流は良好で

PVOは認められなかった（図4）．

　症例3では術後3ヵ月に心エコー検査を行い，左上

肺静脈と左房の吻合部に狭窄のないことが確認された

（図5）．

　患児はそれぞれ，術後2年3ヵ月，8ヵ月，5ヵ月

の現在，順調な発育がみられている．

　　　　　　　　　　考　　案

　TAPVDは新生児あるいは乳児期早期に緊急手術

を要することの多い重篤な先天性心疾患である．発生

頻度は先天性心疾患の1～2％1）2）で，Darlingの分類1）

によるIV型はその5％前後2）～4｝といわれていたが，近

年では10．9％～17．4％4）一’7｝との報告もあり，必ずしも

稀な病型とはいえない．またIV型の中では，　Ia＋IIa型

が31．6～71．4％3）7｝8）と最も多く，更にこの多くは左上

肺静脈のみが無名静脈に還流し，他の3本の肺静脈は

冠静脈洞へ還流する型である5）．我々の施設において

はIV型の頻度は9％で，そのすべてがla＋IIa型で

あった．

　近年心エコー法の発達に伴い非観血的検査のみで，

TAPVDと診断し手術を施行する症例が多く見られ
る9｝1°）が，混合型ではその的確な診断は困難である11）．

我々は心エコー図で，冠静脈洞の大きさ，垂直静脈の

大きさなどに着目し，必要に応じて，コソトラストエ

コーを併用し，混合型が疑われる場合には，心カテー

テル検査と低浸透圧造影剤によるアンギオ検査を施行

し6）7）14），還流部位を明確にする8）15）16）ことで手術時間

の短縮をはかっている．

　IV型の手術方法については，いまだ議論が多い．Ia＋

IIa型で完全修復を行うか否かに関しては，遺残短絡

率5）17）18｝と吻合部狭窄19）一’21｝，手術時間の問題7）8｝などか

ら1本の肺静脈のみが異常還流する場合は放置する考

えが多く4）6）18）22），本邦では未だ乳児期早期に完全修復
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を行った報告21）はみられない．しかし，計算上20％の短

絡率でも術直後の不全心には負担となる可能性もあ

り，完全修復を行わなかった症例の中で術後管理に難

渋した症例が見られる7）14）こと，また1本の肺静脈を

遺残短絡として放置した場合の長期的な予後は現時点

では不明であることなどから，手術が十分に安全に行

われ，また術後の吻合部狭窄が技術的に回避できれ

ぽ16）19）2°），完全修復が，最も望ましいと考えられる．

　体外循環法，微小外科，術中術後管理の進歩に伴い，

新生児開心術の手術成績が著しく向上してきた現

在7）24），肺静脈への到達法9）19），垂直静脈断端の形成

法17）22）25），左房吻合口の作成部位16）17｝，吻合法’6｝17）26）な

どに工夫を加えることにより，我々の症例のごとく，

乳児期早期においても，左上下肺静脈の無名静脈への

異常還流ユ4）15）23）のみならず，左上肺静脈のみの異常還

流8）21）についても狭窄をきたすことなく左房に吻合す

ることは技術的には十分に可能である．また手術時間

の延長も特に問題となるものではなかった．

　以上より我々は乳児期早期のIIa＋Ia（左上肺静脈）

型においても技術的に可能であれぽ，積極的に完全修

復を行うべきであろうと考えている．遠隔期の吻合部

狭窄に関しては，他の型のTAPVDと同様，更に長期

の予後を検討してゆく必要16）21）があると考えられる．

　　　　　　　　　　ま　とめ

1．本院において経験した3例のIa＋Ila型混合型総

肺静脈還流異常症について報告した．

2．混合型総肺静脈還流異常症も，術前の心エコー検査

でほぼ診断が可能であるが，手術成績向上のためには，

術前に左右の肺動脈造影を行い還流部位を明確にし，

手術時間を短縮することが必要であると思われた．

　3．Ia＋IIa型の混合型総肺静脈還流異常症の手術に

おいて，左上肺静脈のみが還流する垂直静脈の処置に

関しては，放置する考えが多いが，たとえ乳児期早期

においても肺静脈と左房との間に，十分に大きな吻合

口を短時間に作成することが可能であり，また開存性

も良好であることから，完全修復が望ましいと考えら

れた．
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Surgical　Managements　of　Mixed　Type　TAPVD（la十Ila）in　Infancy

Hiromi　Maeda，　Masahiro　Yamaguchi，　Hidetaka　Ohashi，　Masanao　Imai，　Yoshihiro　Oshima，

　　　　　　　Teruo　Tei＊，　Hisashi　Mito＊，　Hideo　Tachibana＊＊and　Yuhei　Hosokawa＊＊＊

　Department　of　Thoracic　and　Cardiovascular　Surgery，　and　Cardiology＊，　Kobe　Children’s　Hospital

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊Department　of　Surgery，　Miki　City　Hospital

　　　　　　　　　＊＊＊Department　of　Surgery，　Division　II，　Kobe　University　School　of　Medicine

　　　Three　patients　with　a　mixed　type　total　anomalous　pulmonary　venous　drainage（TAPVD）are

presented．　Their　age　at　operation　were　15　months，33　and　46　days　respectively，　The　diagnosis　was

suspected　by　the　two－dimensional，　color　doppler，　and　contrast　echocardiography，　but　the　selective

pulmonary　arteriography　was　also　performed　to　delineate　accurate　anatomy　of　the　anomalous　veinsl

Total　correction　of　TAPVD　was　carried　out　with　the　use　of　mild　to　moderate　hypothermic

（24．5～27．8°C）cardiopulmonary　bypass　without　aortic　cross　clamping．　All　of　the　patients　had

uneventful　postoperative　recovery．　Postoperative　angiography　and　echocardiography　showed　no　sign

of　stenosis．　Thanks　to　the　recent　advances　in　the　open・heart　sugery　in　infancy，　the　total　correction　of

mixed　type　TAPVD　with　drainage　of　the　left　upper　lobe　into　innominate　vein　and　others　into　coronary

sinus，　is　now　feasible　even　in　early　infancy．
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