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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　ファロー四徴症修復手術後の再手術の適応を明らかにすることを目的として，右室流出路再建術後に

肺動脈弁逆流，あるいは肺動脈狭窄のために再手術を要した症例の再手術前後の心容積指標の変化を検

討した．対象は，ファロー四徴症修復手術後の4例及び両大血管右室起始症修復手術後の2例（肺動脈

狭窄を伴う大動脈弁下心室中隔欠損型）であり，主遺残病変は，肺動脈弁逆流が4例，肺動脈狭窄が2

例であった．初回修復手術時の年齢は平均3．0±1．5歳で，再手術時の年齢は8．6±3．4歳であった．再手

術前に，明かな自覚症状を訴えた症例はなく，強心利尿剤の投与を受けていた症例もなかった．再手術

は，5例において肺動脈弁置換，1例において肺動脈弁輪を越えるパッチによる右室流出路再形成を行っ

た．肺動脈弁逆流主体の4例では，右室拡張末期容積は，再手術前230±53％（対正常）から再手術後146±

52％と減少した．また，右室駆出率は，再手術前0．43±0．05から再手術後0．48±0．02と改善した．肺動

脈狭窄主体の2例では，右室拡張末期容積は，再手術前164％，139％から，再手術後113％，130％であっ

た．右室駆出率は，再手術前0．37，0．42から，再手術後0．51，0．54と改善した．これらの結果は，再手

術による右室機能の改善を客観的に示すと同時に，ファロー四徴症修復手術後の高度な肺動脈弁逆流，

あるいは肺動脈狭窄は右室機能の低下を招来するとの見解を裏付けるものと考えられた．再手術の適応，

適切な時期の選択に関しては，右室機能の可逆性の面を考慮して，今後，さらに検討が必要である．

　　　　　　　　　緒　　言

　近年，ファロー四徴症修復手術後の遠隔期に，遺残

病変や続発性病変のために再手術を必要とした症例の

報告が増加しつつある1）～9）．再手術の成績は良好であ

り，多くの場合，再手術によって，症状の改善を認め

ることが報告されている．しかし，中に，再手術後も，

右心不全の改善を見ずに死亡した症例が散見される．

このような症例は，再手術の時期が遅すぎた症例と考
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えられ，心筋が不可逆性変化を来す以前の手術が求め

られる．今後，本症の長期遠隔時に再手術を余儀なく

される症例の増加が予想されるので，本稿では，ファ

ロー四徴症修復手術後の再手術の適応を明らかにする

ことを目的として，右室流出路形成術後に，肺動脈弁

逆流，あるいは肺動脈狭窄のために再手術を要した症

例の再手術前後の心容積指標の変化を検討した．

　　　　　　　　　対　　象

　1988年12月までに教室で施行したファロー四徴症修

復手術104例（肺動脈閉鎖例を除く）のうち，再手術を

行った症例は1989年6月時点で5例（4．8％）である．
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表　対象

初回 修復手術 再　　手 術 心胸郭比

症　例 診断
年　齢 RVOT

Patch 遺残病変

再手術ま
での期間

術　　式 遺残病変 再手術前 再手術後

1．T．T． TOF 2y2m （一） PR（4／4） gy10m PVR（SJM23A） 一
0．61 0．53

rPS（38mmHg） rPA　plasty

2．M．　N． TOF 4y3m TAP PR（4／4） 7y3m PVR（MF23A） rPS（16mmHg） 一 一
cPS（31mmHg） BT　ligation
rBT　leak

3．H．0． DORV 2yOm TAP PR（4／4） 2ylm PVR（SJM23A） 一
0．66 0．57

4．L．D． DORV 4ygm TAP PR（4／4） 1y5m PVR（SJM23A） lPS 0．64 0．55

1＆vPS（＞30mmHg） TR
TR

5．T．U． TOF 11m （一） vPS（66mmHg） gylm TAP PS（25㎜Hg） 0．54 0．53

PR（2／4） PR（2／4）

6．K．　F． TOF 3yllm TAP cPS（76mmHg） 3yllm PVR（SJM23A） cPS 0．56 0．54

PR（2／4） cPA　plasty

RVOT：right　ventricular　outfiow　tract，　TOF：Tetralogy　of　Fallot，　DORV　：　Double　outlet　right　ventric］e，　TAP：transannular

patch，　PR：pulmonary　regurgitation，　PS：pulmonary　stenosis，　r：right，　c：centra1，1：1eft，　v：valvular，　BT：Blalock－Taussig

shunt，　TR：tricuspid　regurgitation，　PVR：pulmonary　valve　replacement：PA：pulmonary　artery．

SJM：St．　Jude　Medical　valve，　MF：Mitroflow　valve．

PRの後の（）内は，　PRの教室における重症度分類を示す．　PSの後の（）内は，圧較差を示す．

このうち，肺動脈弁逆流，あるいは肺動脈狭窄のため

に再手術を行った2例と，他施設で初回修復手術を受

け，教室で再手術を行った2例，及び，同時期に同様

の理由で再手術を行った両大血管右室起始症（肺動脈

狭窄を伴う大動脈弁下心室中隔欠損型で，ファロー四

徴症に類似の血行動態を示すもの）2例の計6例が本

研究の対象である（表）．再手術の主因は，4例（症例

1～4）において肺動脈弁逆流，2例（症例5，6）

において肺動脈狭窄であった．初回修復手術時年齢は

0。9歳から4．8歳（平均3．0±1．5歳）で，再手術までの

期間は1．4年から9．9年（平均5．6±3．6年）であった．

症例2，6では，初回修復手術前に，右ブラロック・

トーシッヒ短絡術を受けていた．主遺残病変が肺動脈

弁逆流の症例では，肺動脈弁逆流の程度は全例におい

て教室の肺動脈造影による重症度分類’°）の4／4であっ

た．このうち，3例では，中心肺動脈ないし末梢肺動

脈狭窄を合併しており，肺動脈弁逆流単独で再手術に

至った症例は1例のみである．症例5，6の肺動脈一右

室圧較差は，初回修復手術後2ヵ月の心精査では，そ

れぞれ，26mmHg，18mmHgであったものが，再手術

前には，66mmHg，76mmHgと増加していたものであ

る．再手術前に，明かな自覚症状を訴えた症例はなく，

強心利尿剤を投与されていた症例もなかった．再手術

は，4例に機械弁，1例に生体弁による肺動脈弁置換

術を施行し，残る肺動脈狭窄の1例では，肺動脈弁輪

を越えるパッチによる右室流出路再形成術を施行し

た．再手術後平均1．5±1．3年で，術後心臓カテーテル

検査を施行した．症例4では，再手術後にも，造影上，

中等度以上の三尖弁逆流及び左肺動脈狭窄の残存を認

め，右室圧は，75／6mmHg（収縮期圧／拡張末期圧）と

高値であった．症例6では，再手術直後の右室圧は，

38／6mmHgであったが，再手術後3．9年では65／8

mmHgと若干高値であり，造影上，中心肺動脈の再狭

窄を認めた．心胸郭比は，側蛮症で計測困難な症例2

を除くと，再手術前0．60±0．05から，再手術後0．54±

0．02と有意に減少した（p＜0．05）．再手術後，いずれ

の症例も強心利尿剤の投与を受けておらず，有意の自

覚症状はない．

　　　　　　　　　　方　　法

　再手術前後の心血管造影の35mm正側シネフィルム

（60～70コマ／分）から左右心室容積を計測した．左室

容積はarea－length法，右室容積はSimpson法に基づ

いて計測し，それぞれ拡張末期容積，駆出率を求めた．

拡張末期容積は，教室における体表面積あたりの正常

予測値11）に対する百分率で表した．

　　　　　　　　　　結　　果

　肺動脈弁逆流が主体の症例（症例1～4）：右室拡張

末期容積は，再手術前230±53％（平均±標準偏差）と

著明に増大していた．再手術後は146±52％と再手術前

に比べ減少した．右室駆出率は再手術前0．43±0．05か

ら，再手術後O．48±0．02と改善した（図1）．左室拡張

末期容積は，再手術前は，157±30％と軽度増大してい
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図1　再手術前後の右室拡張末期容積及び右室駆出率

　の変化

　RVEDV：right　ventricular　end－diastolic　volume，

　RVEF：right　ventricular　ejection　fraction，％of

　N：％of　normal　value，　Preope：preoperative

　period，　Postope：postoperative　period．

　●：肺動脈弁逆流が主病変の症例（症例1～4），

　▲：肺動脈狭窄が主病変の症例（症例5，6）

た．再手術後は139±25％と若干の減少傾向を認めた．

左室駆出率は再手術前0。53±0．02，再手術後0．53±

0．03と変化を示さなかった（図2）．

　肺動脈狭窄が主体の症例（症例5，6）：右室拡張末

期容積は，再手術前164％，139％であり，その増大は

軽度であった．再手術後は，それぞれ，113％，130％
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図2　再手術前後の左室拡張末期容積及び左室駆出率

　の変化

　LVEDV：left　ventricular　end－diastolic　volume，

　LVEF：1eft　ventricular　ejection　fraction，％of　N：

　％of　normal　value，　Preope：preoperative　period，

　Postope：postoperative　period．

　●：肺動脈弁逆流が主病変の症例（症例1～4），

　▲：肺動脈狭窄が主病変の症例（症例5，6）

であった．右室駆出率は，再手術前，0．37，0．42から，

再手術後0．51，0．54と改善した（図1）．左室拡張末期

容積，左室駆出率はほぼ正常範囲内で推移した（図2）．

　再手術前に2度心臓カテーテル検査を施行し，心容

積計測が可能であった症例の経過を図3，4に示す．

図3は症例4で，初回修復手術後の経過の中で肺動脈

弁逆流が進行した症例である．肺動脈弁逆流は，修復
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図3　症例4の再手術前の肺動脈側面像．肺動脈弁逆流は，根治手術後2ヵ月で3／4で

　あったが，根治手術後1年2ヵ月では4／4と増大し，右室拡張末期容積の増大，右室

　駆出率の低下を認めた．

Presented by Medical*Online



平成2年7月1日 283－（61）

麟

蒙
濠

2m　after　repair

　　　　　　　　　　　線ぽ㍉㍉

　　　　　　　ダー蝋藷、

　　　　　　　一駄※

灘“’n

K
類
蝉
隷
骸

　
　
　
　
記
嚢
忍

ぶ‥

　
ぷ
香
鶴
衿
曄
爵

　

譲
　
ぷ
．

ぷ

・
湯
ぽ

《
蘇

蔑
癒㌦

　
　
憶

離蔭『
濠藷　　、、

　　聯鐸

3ylm　atter　repair

図4　症例6の再手術前の右室造影側面像．肺動脈一右室圧較差は，根治手術後2カ

　月では18mmHgであったが，根治手術後3年1ヵ月では76mmHgと増大し，右室駆

　出率の低下を認めた．矢印は，狭窄部位を示す．

手術後2ヵ月では3／4であったが，1年2ヵ月では4／4

と増加した．これに伴って，右室拡張末期容積は，171％

から308％と著明に増大し，右室駆出率は0．52から0．44

と低下した．また，右室収縮期圧は，53mmHgから80

mmHgと増加し，左肺動脈狭窄を主体とした狭窄性病

変の進行をも認めた．再手術後の右室拡張末期容積は

218％，右室駆出率は0．46と，残存する三尖弁逆流及び

左肺動脈狭窄のために，その改善は不良であった．図

4は症例6で，肺動脈狭窄が進行した症例である．肺

動脈一右室圧較差は，修復手術後2ヵ月では18mmHg

であったが，3年1ヵ月では76mmHgと増加した．右

室拡張末期容積は130％から139％と有意の変化を示さ

なかったが，右室駆出率はO．51から0．42と著明に低下

した．肺動脈弁逆流は，両時期とも2／4であった．再手

術後の右室拡張末期容積は130％，右室駆出率は0．54と

改善した．

　　　　　　　　　　考　　案

　肺動脈弁逆流について

　ファロー四徴症修復手術後の肺動脈弁逆流が長期遠

隔時の心機能に及ぼす影響については，いまだに議論

の多いところである．RI12），心血管造影による心容積

計測13），運動負荷テスト14）等によって，肺動脈弁逆流が

有害であるとの報告がある一方，肺動脈弁逆流は，末

梢性肺動脈狭窄や肺高血圧がなければ大きな影響を及

ぼさないとし，肺動脈弁逆流単独での右室機能低下を

疑問視する報告も多い15）一一18）．我々は，従来から，合併

病変の有無にかかわらず，肺動脈弁逆流は術後遠隔期

の右室機能の低下をもたらすという立場をとってき

た1°）19）．今回の検討で，肺動脈弁逆流に対する再手術後

いずれの症例においても右室機能の改善を認めたが，

このことは，肺動脈弁逆流に対する我々の見解を裏付

けるものである．肺動脈弁逆流が大きな影響を及ぼさ

ないとする意見の根拠は，肺動脈弁逆流があっても臨

床的には長期間に渡って無症状であり，肺動脈弁逆流

単独で再手術が必要となる症例は極めて少ないという

点にある．事実，肺動脈弁逆流による右室機能低下例

においても，術後中期的には，有意の症状がないこと

が多く19｝，また，我々の症例を含めて，文献にみる再手

術例1）“”9）では，肺動脈弁逆流単独の症例は少数であり，

肺動脈弁逆流以外に，末梢性肺動脈狭窄や三尖弁逆流

等を合併している症例が多い．しかし，以下に述べる

ように，肺動脈弁逆流が高度な症例ほど，他の病変を

合併しやすい要素を備えており，肺動脈弁逆流単独の

再手術例がまれなこともあって，肺動脈弁逆流の影響

を否定することには問題がある．高度の肺動脈弁逆流

による右室拡大が三尖弁逆流を増悪し，この両者の間

に悪循環が形成されることが指摘されている1）5）．ま

た，高度の肺動脈弁逆流は，過大な右室流出路パッチ

使用例に多い19）が，成長しないパッチの存在や肺動脈

弁逆流によって末梢性肺動脈狭窄が発生あるいは増悪
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したと考えられる症例もある19）．これらの症例は，最終

的には肺動脈弁逆流単独例ではないが，その病態には，

肺動脈弁逆流が大きく関与している．高度の肺動脈弁

逆流と末梢性肺動脈狭窄等の合併例では，臨床状態が

不良であることについては多くの報告があ
り2）4）一一6｝9）14）’8｝，また，肺動脈弁逆流単独であっても，術

後遠隔期に，進行する右心不全のために肺動脈弁置換

を必要とする症例が少ないながらも存在することも事

実5）”－7）であるので，結局，肺動脈弁逆流の影響に対して

意見が分かれる点は，現時点では，肺動脈弁逆流の是

非についてではなく，どの程度の肺動脈弁逆流が長期

的にみて有害であり，どの時点で再手術の対象とすべ

きかにあるように思われる．そして，意見の分かれる

最大の原因は，現在のところ肺動脈弁逆流に対する理

想的な治療方法がないことにつきると思われる．肺動

脈弁位の機械弁が高率に弁機能不全を生じることが報

告されている2°）．また，生体弁に関しては，右心系に置

かれた生体弁の変性率は，左心系に置かれたものに比

べて，有意に低いとの報告8｝もあるが，10年以上の経過

については不明であり，耐久性に疑問がある．肺動脈

弁逆流がある程度有害であることを認めつつも，肺動

脈弁置換に関連する種々の問題点を考慮すると，明か

な症状が発現するまで様子を見るほうが無難であると

の考え方1）’“6）9）が多いと思われる．実際，文献上も，肺

動脈弁逆流に対する再手術は，明かな自覚症状あるい

は心不全所見の発現をもって行われていることが多

い1）～7）9）．これに対して，Ilbawiら21）は，肺動脈弁逆流

のために生体弁による肺動脈弁置換を行った18例の再

手術前後の右室機能を検討し，修復手術後2年以内に

再手術を行った症例の右室機能は良好に改善したが，

2年以降の再手術例では，右室機能の低下が残存した

として，症状の有無ではなく，血行動態的指標を手術

適応の基準とした早期の再手術を推奨している．我々

も，Ilbawiらのように早期に肺動脈弁置換を行うこと

には消極的である．しかし，再手術の危険性が極めて

低いこと，また，肺動脈弁逆流は問題があるにせよ治

療可能であるが，右室心筋障害に対しては有効な治療

手段がないことを考慮し，心筋が不可逆性変化をきた

す以前に再手術するべく，右室機能を含めた客観的な

指標の確立が重要と考えている．

　現在のところ，我々の肺動脈弁逆流に対する手術適

応は，肺動脈弁逆流が教室の重症度分類の4／4であり，

明らかな右室機能低下を認め，しかも，経時的に増悪

傾向のあるものとしている．4／4の肺動脈弁逆流とは，
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肺動脈造影側面像において，逆流造影剤が右室下端に

まで到達するものであるが，4／4の中でも，その程度に

は差がある．再手術に至った症例の肺動脈弁逆流は，

逆流造影剤によって右室全体が濃く造影されたもので

あった．右室容積指標から見た再手術適応については，

当初から，その境界点を設定していたわけではないが，

我々の症例においては，結果として，右室拡張末期容

積200％前後，右室駆出率O．44前後が，再手術を考慮し

た境界点であった，肺動脈弁位の人工弁としては，当

初は，耐久性を考慮して，機械弁を使用していた．し

かし，ファロー四徴症再手術例を含む20例に使用した

21個の機械弁のうち，8例に血栓弁の発生を認めた22）．

この内，7例では，ウロキナーゼによる血栓溶解療法

によって弁機能の回復が得られたが，残る1例では，

弁機能の回復を見ず，半開放位に固定したSJM弁に

よる肺動脈弁逆流及び肺動脈狭窄が認められている．

血栓弁の発生要因を検討すると，ワーファリンによる

凝固系のコントロールが不適切であった1例を除く

と，いずれも8歳以下で，体格に比して過大な人工弁

を挿入した症例に血栓弁が発生していた．このため，

1986年以降，人工弁の選択を変更し，小児期の肺動脈

弁置換には，生体弁を用いることを原則としている．

　1989年6月時点で，教室における本症の再手術例は，

修復手術例の4．8％であるが，文献に見る再手術例の頻

度5）8）9）15）17）18）は，5％前後から，Ilbawiら8｝の15．9％と，

施設によって大きく異なる．このような頻度は，経過

観察期間，術前の解剖学的重症度，手術方法，手術年

代等の違いによって異なるものであり，一概に比較は

できないが，先に述べたような肺動脈弁逆流に対する

手術適応や時期に関する見解の相違が，その違いをも

たらす大きな要因と考えられる．

　肺動脈狭窄について

　周知のように，残存肺動脈狭窄は，手術成績そのも

のを左右する大きな因子である23）．また，高度な肺動脈

狭窄を残した症例では，術後遠隔期の臨床状態も不良

であり，死亡，心不全，運動能低下，再手術等の危険

性が高いと報告されている15）17）18｝．このような臨床的

研究の結果及び単独肺動脈狭窄の自然歴を考慮する24）

と，術後遠隔期の残存肺動脈狭窄の右心機能への影響

については異論のないところと思われる24）．しかし，術

後遠隔期の残存肺動脈狭窄と心機能の関係については

具体的な報告に乏しい．Wesse1ら14）は，他に合併病変

のない肺動脈狭窄残存例（右室圧＞50mmHg）の運動

能は有意の肺動脈狭窄のない症例（右室圧≦50
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mmHg）に比べて低下傾向があるものの，統計学的有

意差はなかったとしている．しかし，肺動脈弁逆流，

心室中隔欠損，肺高血圧等を合併する肺動脈狭窄例で

は，明らかな運動能低下を認めたとし，肺動脈狭窄は

単独であれぽ比較的耐えうるが，他に病変を伴う場合

には，明かな運動機能への影響を持つと報告している．

我々の心血管造影法による検討19）では，修復手術後平

均4．9年の心精査で，右室一肺動脈圧較差が30mmHg

以上の症例の右室駆出率は，30mmHg未満の症例の右

室駆出率に比べて，有意に低値であった．肺動脈狭窄

は，いずれも，末梢ないし中心肺動脈狭窄が主体であ

り，術後遠隔期にその程度が進行したものであった．

この2群間には，肺動脈弁逆流の程度，手術時年齢，

術前の低酸素血症の程度等に差はなく，心容積計測上

も，肺動脈狭窄が遠隔期の右室機能を低下させること

が明らかであった．今回の研究対象においても，右室

駆出率は肺動脈狭窄の増強に伴って低下し，肺動脈狭

窄の再解除後，改善傾向を認めた．一般に小児期の中

等症の単独肺動脈狭窄例の右室駆出率は低下しておら

ず，右室機能は正常範囲にあるとされている25）．した

がって，ファロー四徴症修復手術後の肺動脈狭窄例に

おける右室駆出率の低下には，肺動脈狭窄による後負

荷の増大以外に，手術侵襲，非収縮性の右室流出路パッ

チの存在，術前の低酸素血症による心筋障害等が関与

しているものと考えられる．どの程度の残存肺動脈狭

窄を再手術の対象とすべきかについては，単独肺動脈

狭窄の手術適応に準じて，右室一肺動脈圧較差が50

mmHg以上4）あるいは，40mmHg以上5）で再手術の対

象とするもの，右室収縮期圧が75mmHg以下であれ

ぽ，良好な予後が期待できるとするもの2‘）等がある．い

ずれも，肺動脈狭窄以外の病変のない場合の基準であ

り，他に合併する病変がある症例では，合併病変の程

度に応じてより低い圧較差での再手術が必要と考えら

れる．さらに，先に述べたような右室機能の抑制因子

の存在等もあり，残存肺動脈狭窄の手術適応は，単独

肺動脈狭窄ほど単純ではなく，慎重な検討が必要と考

えられる．また，術後遠隔期に肺動脈狭窄の進行する

症例があること，高度の肺動脈狭窄があるにもかかわ

らず，明らかな臨床症状を欠く症例があることも，再

手術を考える上で注意すべきことと思われる．
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Right　and　Left　Ventricular　Functions　Before　and　After　Reoperation　for

　　　　　　　　　　　Residual　Pulmonary　Regurgitation　or　Stenosis

Akio　Sunakawa1），　Tatsuo　Yokoyamai｝，　Tohru　Shinoharal），　Yoshihide　Nakamura1｝，

　　　　Toshiharu　Miyakei｝，　Yoshinobu　Kubota1），　Miho　Oiki1），　Hitoo　Fukuhara1），

　　　　　　　　Takazumi　Nishioka2｝，　Hidetaka　Oku2）and　Hitoshi　Shirotani2｝

　　　　　　　　　　　1）Division　of　Pediatric　Cardiology，　Kinki　University　Hospital

　　　　　2）Department　of　Cardiovascular　Surgery，　Kinki　University　School　of　Medicine

　　　Right　and　left　ventricular　functions　were　angiocardiographically　evaluated　in　six　children

including　4　with　tetralogy　of　Fallot　and　2　with　double　outlet　right　ventricle（subaortic　ventricular

septal　defect　with　pulmonary　stenosis），　before　and　after　reoperation　for　residual　right　ventricular

outflow　tract　abnormalities　following　initial　repair．　The　major　hemodynamic　problems　that　neces－

sitated　right　ventricular　outflow　tract　reconstruction　were　pulmonary　regurgitation　in　4　patients　and

pulmonary　stenosis　in　2．　Patients’age　was　3．0±1．5　years（range　O．9　to　4．8　years）at　the　initial　repair

and　was　8．6±3．4　years（range　6．2　to　12．0　years）at　the　reoperation．　No　patient　had　manifest　symptoms

nor　received　anticongestive　drug　prior　to　the　reoperation．　Five　patients　underwent　pulmonary　valve

replacement（tissue　valve；1，mechanical　valve；4）and　the　remaining　one　had　right　ventricular　outflow

tract　reconstruction　with　transannular　patch　insertion．　Cardiac　catheterization　was　performed　at　a

mean　of　1．5±1．3　years　after　the　reoperation．　In　four　patients　with　severe　pulmonary　regurgitaiton，

right　ventricular　end－diastolic　volume　was　230±53％of　predicated　normal　value　before　operation　and

decreased　to　146±520r・　after　operation．　Right　ventricular　ejection　fraction　rose　from　O．43±0．05　to　O．48

±0．02after　operation．　In　two　patients　with　severe　pulmonary　stenosis，　right　ventricular　end－diastolic

volumes　were　164％and　139％before　operation，　and　were　113％and　130％after　operation．　Right

ventricular　ejection　fractions　rose　from　O．37　and　O．42　to　O．51　and　O．54　after　operation，　respectively．

These　results　show　objective　improvement　in　right　ventricular　function　following　right　ventricular

outflow　tract　reconstruction　and　in　turn　confirm　the　deleterious　effect　of　pulmonary　regurgitation　or

stenosis　on　right　ventricular　function　after　repair　of　tetralogy　of　Fallot．　The　indications　for　and　timing

of　reoperation　for　these　residual　lesions　should　be　further　evaluated　to　allow　early　detection　of　patients

with　worsening　function　before　the　development　of　irreversible　myocardial　damage．
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