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Taussig－Bing症根治手術例の検討

一根治術式と大血管位置関係一

（平成2年1月31日受付）

（平成2年11月28日受理）

永
川
口

米
塩
溝

福岡市立こども病院心臓血管外科，＊循環器科，＊＊新生児科

國宏　　安井　久喬

祐一　　西田　誉浩

康弘＊　砂川　博史＊

角　　秀秋　　中村祐一郎

紹崎　直樹＊　石川　司朗＊

本田　　恵＊　岩尾　初男＊＊

key　words：Taussig・Bing症，心室内rerouting，　Jatene手術，　Damus・kaye－Stansel手術

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　Taussig－Bing症根治術例12例をもとに根治術式の選択とその問題点について両大血管の位置関係よ

り検討した．手術時月齢及び体重はそれぞれ4．9±5．6ヵ月，4．7±2．Okg．大血管位置関係はside　by　side

型6例，dtransposition型6例であり，術式の内訳はRastelli手術1例，心室内rerouting法1例，

Damus・Kaye－Stansel（DKS）手術4例，およびJatene手術6例であった．結果は手術死亡1例（DKS）

と遠隔死4例（Rastelli：1，　DKS：2，　Jatene：1）であり，房室弁のstraddlingの合併例や，　conus

septumの異常発達による右室容積狭小化例における成績が不良であった．心室内rerouting法はconus

septunの形態および両半月弁の位置関係からみてside　by　side型の症例において有用であった．一方

Jatene手術は大血管位置関係を問わず手術成績は良好であった．しかし，　side　by　side型の2例におい

て大血管入れ替え手技（Lecompte法）に起因すると考えられる左肺動脈狭窄を認めた．また，　DKS手

術は大動脈弁狭窄例や冠動脈走行異常例において特に有用であった．

　　　　　　　　　はじめに

　1949年TaussigとBingによる報告以来，本症の定

義をめぐり多くの検討がなされてきた．Van　Praaph1）

はそのoriginal　heartを再検討し，それが狭義の

DORVの形態（肺動脈一僧帽弁間に線維性連続性がな

く，両半月弁はside　by　sideで同じ高さ）をそなえて

いることを指摘した．しかし一方，Lev2）はこのorigi－

nal　Tauusig・Bing　Heartを彼のsubtypeの一つであ

るright・sided　typeに含め，本症を完全大血管転位症

へ至る広いスペクトラムとして捉えることにより，本

症のもつ形態的な多様性（特に大血管の位置関係にお

ける多様性）を指摘した．今回このような“広義の”

本症に対する根治術式を両大血管の位置関係に着目し

て検討した．

別刷請求先：（〒810）福岡市中央区唐人町2－5－1

　　　　　福岡市立こども病院心臓血管外科

　　　　　　　　　　　　　　　　　米永　國宏

　　　　　　　　　対　　象

　1981年11月から1989年5月までに当施設において根

治術を施行したTaussig－Bing症は12例であった．手

術時の平均月齢は4．9±5．6ヵ月，体重は4．7±2．Okgで

あった．術前の血管造影所見より計測した大血管の相

互間の位置関係（図1）は，大動脈が肺動脈の右横（右

真横±45°内）に位置するside　by　side型6例，右前方

（正面附近より右前方45°迄）に位置するd－

transposition型6例であった．前段階手術のおこなわ

れたものは2例であり，大動脈弓離断症に対して大動

脈弓再建と肺動脈絞拒術を，大動脈縮窄症に対して鎖

骨下動脈フラップ手術をおこなった．他は一期的に根

治手術が行われた（表1）．

　手術は中等度低体温高流量体外循環法を用い，car－

dioplegia心停止下に行った．根治術術式は，　Rastelli

手術1例，心室内rerouting法1例，　Damus－Kaye－

Stansel（DKS）手術4例，およびJatene手術の6例
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であった（表1）．RastelliおよびDKS手術における

右室一肺動脈間心外導管には12～16mm　Hancock弁

付人工血管を用いた．

　尚，以下の術中心内所見の記述については，“VSD”

はDORVにおけるVSDすなわちPrimary　inter－
ventricular　foramen（IVF）を指すものとする．

Rt．

Relation　of　great　arteries

Post．

PA

Ant．

Lt．

●　side　by　side

O　d－transpos酋ion

図1　両大血管の相互位置関係，肺動脈（PA）を中心

　においた水平面上での大動脈の位置．

表1　術式の内訳

前　　　手　　　術 根　治　術

大動脈弓再建（IAA）＋PAB　　l

Subclavian　flap（CoA）＋PAB　　1

Rastelli手術　　　1　［1］

心室内rerouting　l

DKS°手術　　　　4（1）［2］

Jatene手術　　　　6　　［1］

計　　　　　　　2（0） 計　　　12（1）［4］

DKS’：Damus－Kaye－Stansel （手術死）［遠隔死］

　Rastelli手術（表2）：d－tranposition型の1例にお

こなった（図2A）．前方に位置する大動脈弁の下方右

室自由壁に切開を加えた．VSDは後方肺動脈弁下に存

在し，conus　septumは前方にmalalignしておりその

後方側（図中左側）は三尖弁側ventriculo－infundibular

fold（VIF）に連結していた．また，　VSDは膜性部欠

損を含まず三尖弁との間には筋組織が介在していた．

手術はconus　septumの一部を切除したのち肺動脈弁

下VSDより両半月弁を覆う心内tunnel　patchをおき

左室流出路を形成した．

　心室内rerouting法（表2）：side　by　side型の1例

（症例6）におこなった．両半月弁の高さはほぼ同等で

あり大動脈弁下に発達したconus　septumを認めた．

conus　septumの後方側は左室側の僧帽弁側VIFへと

連結していた．また，VSDと三尖弁間には筋組織の介

A

　Rastelli’s　op．

図2
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　　Rastelli手術及び心室内rerouting手術におけ

る手術シェーマ．点線はパッチの縫着ラインを示す．

A：症例1．conus　septumは前方にmalalignし，

その後方側は三尖弁側VIFに連結している．　B：症

例6．conus　septumの後方側は僧帽弁側VIFに連
結している．

表2　Rastelli手術施行例

両大血管
位置関係

合　併　異　常
結　　果

No 日月齢 CSの形態と
後方側連結部

VSD後下縁
の筋組織

急性期 遠隔期

1 9ヵ月 d－trans 一 TVIF 十 良 死＊

＊ 心外導管再置換手術時死亡

心室内rerouting法施行例

No 日月齢
両大血管
位置関係

合　併　異　常 CSの形態と
後方側連結部

VSD後下縁の筋組織

結　　果

6 4ヵ月 SbyS SVC，　IVCの左房還流 MVIF 十 良

CS：conus　septum，　d・trans：d－transposition，　SbyS：side　by　side，　M（T）VIF：僧帽弁（三尖

弁）　但ll　ventriculo－infundibular　fold
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表3　Jatene手術施行例

No 日月齢
両大血管
位置関係

合　併　異　常 CSの形態と
後方側連結部

VSD後下縁の筋組織

結　　　　果

3 44生日 d．trans multiple　VSD TVIF 一
良

7 2ヵ月 d－trans mild　PS（15mmHg） ？ ワ 良（mild　AS？）

8 3ヵ月 d－trans TVIF 一
良

9 14生日 d・trans TVIF 一 PS（吻合部），遠隔死＊

10 42生日 SbyS CoA MVIF？ 十 PS（左PA）

11 47生日 SbyS MVIF ＋（軽度） PS（左PA）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊左冠動脈吻合部閉塞
CS：conus　septum，　d・trans：d・transposition，　SbyS：Side　by　side，　M（T）VIF：僧帽弁（三尖弁）側

ventriculo－infundibular　fold

表4　DKS手術施行例

No 日月齢
両大血管
位置関係

合　併　異　常 CSの形態と
後方側連結部

VSD後下縁
の筋組織 結　　　　果

2
　
　
　
4
　
　
5
　
　
2
　
　
　
1

20ヵ月

47ヵ月

10ヵ月

4ヵ月

SbyS

SbyS

SbyS

d－trans

IAA，　AS，　MV　stdd

large　VSD，　TV　stdd

冠動脈走行異常＊

　　TVIF？

　　中間位

MIVF，　hyper＊＊

　　TVIF

十

一

？
一

心室内shunt残存，　PS
　4m後再手術→死亡

高度心不全→4m後死

　　　手術死

　　　　良

’Shaher　5a　”conus　septumの異常発達

CS：conus　septum，　d－trans：d－transposition，　SbyS：side　by　side，　M（T）VIF：僧帽弁（三尖弁）側

ventriculo－infundibular　fold，　stdd：straddling，　hyper：hypertrophy

在を認めた．手術はconus　soptumの一部を切除した

後Golaski人工血管によるspiral　patchを用いVSD

から右側方の大動脈弁へ至るreroutingを行った（図

2B，川島法）．

　Jatene手術（表3）：d－transposition型4例とside

by　side型の2例に行った．　conus　septumの形態は，

d－transposition型の3例で前方へのmalalignと三尖

弁側VIFへの連結を認めたが，　side　by　sideの2例で

はmalalignを認めるもののその後方側は僧帽弁側

VIFへの連結を認めた．　VSDはd－transposition例で

は膜性部の欠損を伴っていたが，side　by　side例では

三尖弁間に筋組織の介在を認めた（d・transposition型

1例については詳細は不明）．合併病変としては，多発

性VSD，軽度の肺動脈弁性狭窄，大動脈縮窄症を各1

例に認めた．多発性VSDの症例は肺動脈弁下の筋性

流出部VSDと筋性流入部に大小3個のVSDの合併

を認めた．心内patchの逢着に際し5例においては右

室切開を要したが，1例（症例8）は右房切開より行っ

た．両大血管の入替えは全例Lecompte法によりおこ

なった．

　DKS手術（表4）二side　by　side型の3例とd・tran－

spositionの1例に行った．　conus　septumの形態は

side　by　side型では僧帽弁側VIFに連結するもの1

例，三尖弁側1例，その中間位が1例であり，うち1

例においては右室腔を2分するcounus　septumの異

常発達を認めた．VSDはside　by　side型とd－

transposition型の1例において膜性部の欠損をとも

なっていた．主な合併病変としては，side　by　side型

の1例に大動脈離断症を伴う大動脈弁及び弁下狭窄と

僧帽弁腱索のstraddlingを認め，他の1例に三尖弁腱

索のstraddlingを認めた．手術はVSDをその上方に

近接する肺動脈弁へ至る心内patchにて閉鎖したが，

房室弁straddlingを伴う2例におけるpatch縫着は，

乳頭筋付着部を回避するために左室あるいは右室腔側

へ迂回した．

　　　　　　　　　　結　　果

　手術死亡は1例であり，遠隔死亡は4例であった（表

1）．

　Rastelli手術（表2）：手術後の経過は良好であった

が，術5年後の心外導管の再置換手術時に失った．

　心室内rerouting法（表2）：術後の経過は良好で

あった．術後の心血管造影検査所見でもrerouting

patchによる左室流出路の状態は良好であり（図3），

右室流出路にも狭窄は認めなかった．
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心室内rerouting手術例（症例6）におげる術後左室造影．白矢印は左室流出路を示す．

　Jatene手術（表3）：1例を術4ヵ月後に左冠動脈

吻合部の狭窄による突然死にて失った．他は経過順調

であった．しかし，術後心血管造影検査にてside　by

side型の2例は大動脈の後方よりの圧迫による左肺

動脈の狭窄を認めた．

　DKS手術（表4）：1例（症例5）を手術死亡にて失

い，他の2例（症例2，4）をいずれも術4ヵ月後に

失った．症例2は高度の大動脈弁及び弁下狭窄と僧帽

弁腱索のstraddlingを合併しており，術後patch縫着

部のシャントの残存と心外導管の遠位側吻合部での狭

窄のため心不全が遷延した．再手術をおこなったが

失った．三尖弁straddlingの症例4はVSD閉鎖にと

もない三尖弁腱索の付着部を左室側へ回避する方法を

とったが，術後房室ブロックの発生と高度心不全の持

続により失った．症例5は異常に発達したconus　se－

ptumにより右室腔はほぼ2分割されており，術後右

室腔の狭小化によるLOSのため手術死した．　d－

transposition型の症例12は良好な経過をとった．

　　　　　　　　　　考　　察

　本症に対する根治術は，右室内における左室流出路

の作成法により大きく2つに分類できる．すなわち，

（1）右室内で左室から直接大動脈弁へのreroutingを

おこなう方法，（2）左室から一旦肺動脈弁へ左室流出

路を作成した後，いわゆる大血管転位症に対する血流

転換術を行う方法である．これらの術式の選択は，右

室腔内におけるprimary　IVFおよび両半月弁の相互

間の空間的位置関係と，それを結ぶ血流路上の介在物

すなわちconus　septum及び房室弁付属物等の存在に

よって左右される．今回，我々は本症における両大血

管の位置関係の多様性に注目し，その相互位置関係の

手術方針決定に対する意義についてVSDおよび
conus　septum等の心室内形態との関連より検討した．

　心室内rerouting法としてはside　by　side型に対す

るKawashima等3｝の報告やtransposition型に対す

るPatrickとMcGoon‘）の報告がある．本術式が本症

に対する根治術式として生理学的にも解剖学的にも最

も理想的手術に近いことは明らかであろう．しかし，

その適応は必ずしも広いものではなく，Stewart等5）

は本症25例中心室内reroutingが可能であったのはわ

ずか1例にすぎなかったという．我々はside　by　side

型の1例に行い良好な結果を得た．本術式成否の重要

なfactorとして，　Yacoub等6）は両大血管の相互位置

関係を強調している．しかし一方黒沢等7）8）は大血管位

置関係のみから心室内reroutingの可否を論ずるのは

適当でなく，conus　septumの偏位を含めた心室内形態

が重要であるとした．すなわち，conus　septumが僧帽

弁側VIFに連なる“original　Taussig－Bing”において

は心室内reroutingの適応となるが，漏斗部中隔の前

方malalignをともなう“false　Taussig－Bing”におい

ては困難であるとした．我々もconus　septumの形態

とくにその後方側の付着形態を検討したが，僧帽弁側

VIFへの連結はside　by　side型の4例にのみ認め，

transposition型にはなかった．すなわち，今回の大血

管の相互位置関係のみから定義したside　by　side群と

transposition群はほぼ‘‘original　Taussig－Bing”と

“ false　Taussig－Bing”のそれぞれに相当していると考
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えられた．

　conus　septumが三尖弁側VIFへ連結している

transposition型では，相当広範なconus　septumの切

除を行わないかぎりprimary　IVFから大動脈弁への

流出路の形成は困難である．一方，side　by　side型例

の多くはconus　septumの形態がreroutingに適して

おり（僧帽弁側VIFへの連結），右室内における左心流

出路の確保が比較的容易である．そのため，conus　se－

ptumの形態は術式の決定に極めて重要である．この

意味で，Jatene手術に行ったside　by　side型の症例10，

11もconus　septumの形態から考えるとretrospective

に心室内reroutingが可能と思われる症例であった．

しかしながら，side　by　side型のうちconus　septumが

三尖弁側VIFに連なる症例2や中間位（どちらとも判

定し難い）の症例4の存在することは，side　by　side型

であっても必ずしも心室内reroutingの行いやすい心

内形態を保証するものでないことを示している．

　心室内rerouting法の適応の拡大を目的として，右

室内reroutingにtube　graftを用いる方法や9｝1°），右室

流出路確保のためにRastelli手術を併用する方法が

報告5）されている．我々もtransposition型の1例に

Rastelli法を行い良好な結果をえたが，本方法は心外

導管の使用を必要とするため本来の心室内rerouting

法のもつべき高い根治性の意味からも，その意義は少

ない．また，Doty9）はtransposition型症例にも適応で

きるtube　graftを用いた新しいrerouting法を報告し

ており今後期待されるところであるが，今回の対象例

のような低月齢時において全周性人工血管をもちいる

ことの問題点も検討する必要があると考えられる．

　VSD一肺動脈弁間に左室流出路を作成した後に血

流転換術を併せておこなう術式としてHightower

等11）によるMustard手術が有名である．しかしなが

ら，その手術成績が必ずしも良好でないこと12），更に心

房内血流転換術そのものがもつ問題点が明らかになる

につれ最近ではDKS手術13｝やJatene手術6｝14｝等の解

剖学的血流転換術の報告が多くなっている．これら血

流転換術式を併用する方法の特徴は，右室内における

両流出路の確保が比較的容易であるためその適応が広

いことである．本症においてはVSDは肺動脈弁下に

近接して存在する．そのため本術式においては，心室

内rerouting法で問題となる両大血管の位置関係，

conus　septumの形態及びそれへの三尖弁腱索の付着

等の諸因子の影響が少ない．実際，対象例中の10例に

本手術をおこなったが，他の2例も含め基本的には全
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例において可能と判断された．しかしながら，本方法

によっても大きなVSD房室弁straddlingを合併する

一部の症例においては心内patchの縫着が困難なこ

とがあり，我々の例でもこれを合併した2例の手術成

績が不良であった．

　血流転換法にJatene手術を用いる方法は，　Jatene

手術自体の手術成績の向上の結果，現在本症への応用

が最も期待される術式となっている．今回の検討でも

大血管位置関係に関係なく良好な手術成績を示した．

しかしながら，side　by　side型の2例において術後に

上行大動脈の後方からの圧迫による左肺動脈の狭窄を

認めた．これには，Quaegebeur15）の指摘するごとく大

血管入れ替え法としてのLecompte法が関与してい

る可能性があり，大血管の位置関係によってはその再

建法に工夫を加える必要があると考えられた．DKS手

術は，冠動脈の移し換えを行わずに解剖学的根治が可

能である点，また大動脈弁及び弁下狭窄の合併例にお

いても有用であること等，Jatene手術にはない特徴を

有している16）．特に本症においては冠動脈が特殊な走

行様式をとることが多いと云われており17），冠動脈移

植を要しない本術式の意義は大きい．今回，DKS手術

例の成績が他術式に比し不良であったが，これは合併

病変の重篤性に起因するものであり，本術式自体の問

題と直接かかわるものではなかった．しかしながら，

遠隔期における人工弁機能不全の発生や導管の狭窄化

という問題は避けられず，本術式をJatene手術に代っ

て積極的に用いる理由は少ないと考えられた．
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　　　　Between　November　1981　and　May　1989，　twelve　patients　with　Taussig－Bing　anomaly　underwent

surgical　correction．　Mean　of　patient　ages　and　weights　were　5．2±8．1　months　and　4．6±2．O　kg，

respectively．　Corrective　procedures　were　Rastelli　operation　in　one　patient，　intraventricular　rerouting

in　two，　Damus・Kaye－Stansel（DKS）operation　in　four，　and　Jatene　operation　in　six．　There　were　one

operative（DKS：1）and　four　late　deaths（Rastelli：1，DKS：2，Jatene：1），　and　three　of　them　were　associated

with　atrioventricular　valve　straddling　or　abnormally　hypertrophied　conus　septum．　Intraventricular

rerouting　provided　a　good　result　in　one　patient　with　side－by－side　relationship　of　the　great　arteries．

Jatene　operation　was　apPlicable　to　all　types　of　relative　position　of　the　great　arteries，and　achieved　good

operative　results．　However，　postoperative　left　pulmonary　stenosis　occured　in　two　patients　with　side－

by－side　type　of　the　great　arteries，　which　was　presumably　related　to　the　pr㏄edure（Lecompte

maneuver）of　arterial　switching．　DKS　operation　was　useful　in　the　patients　to　whom　Jatene　operation

could　not　be　available　because　of　association　with　subaortic　stenosis　or　anomaly　of　coronary　artery，
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