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複雑心奇形に対するFontan型手術後の肺循環動態に関する研究

一術後近接期の変化について一
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　Fontan型手術を施行した13例（疾患；単心室：5例，三尖弁閉鎖：4例，僧帽弁閉鎖：2例，肺動脈

閉鎖：2例）の術前後の心臓カテーテル検査から，平均肺動脈圧・肺動脈脈圧・肺血流量・肺血管抵抗・

左右平均肺動脈断面積の正常右肺動脈断面積に対する比（PA　area　index，　PAAI）を求め，本手術が術

後近接期の肺循環動態に及ぼす影響について検討した．平均肺動脈圧と脈圧は術前後において有意な変

化を認めなかったが，肺血流量は術後有意に減少した（p＜O．Ol）．肺血管抵抗は術後有意に増大し（p〈

0．05），PAAIは術後有意に減少した（p＜0．01）．一方，術後平均肺動脈圧は術前の肺血管抵抗と有意な

正の相関を（r＝0．56，p〈0．05，　n＝13），また術前のPAAIと有意な負の相関を認め（r＝－0．72，　p＜

0．01，n＝12），術後平均肺動脈圧の上昇に術前の肺血管床の発育度が影響を及ぼすことが示唆された．

また本手術後急性期の経過を考えるにあたり，術後平均肺動脈圧17mmHg以下を期待するには，術前の

肺血管抵抗値は2．Ounit・m2以下，　PAAIは0．60以上が望ましいと考えられた．

　　　　　　　　　緒　　言

　三尖弁閉鎖症に対する機能的根治術としてFontan

手術が成功して以来1），種々の右心バイパス手術が考

案されると同時に適応疾患も拡大され，その成績も安

定しつつある2）一一4｝．本手術後の肺血流は低拍動流とな

ることが知られているが5）6），近年このような特殊な術

後の肺循環動態に対して，術前の肺血管床の発育の程

度が強く影響を及ぼすことが報告されてきた7）8）．しか

しながらFontan型手術が低年齢化しつつある現在，

本手術による非生理的な肺血流パターンが，術後遠隔

期の肺循環動態や肺血管床の発育にどのような影響を

及ぼすのかは明らかではなく，これらを解明すること

は本手術の予後を評価する上で重要と思われる．そこ

別刷請求先：（〒590－02）大阪府和泉市室堂町840番地

　　　　　大阪府立母子保健総合医療センター小児

　　　　　循環器科　　　　　　　　松下　　享

で今回の研究では，本術式が術後近接期の肺循環動態

に及ぼす影響について検討したので報告する．

　　　　　　　　　対　　象

　1984年12月から1990年1月までに当院第1外科にて

Fontan型手術を行い，術後カテーテル検査が施行さ

れ遺残短絡を認めなかった13例を対象とした（表1）．

診断は三尖弁閉鎖（TA）4例，右室型単心室（SV）

5例，僧帽弁閉鎖（MA）2例，純型肺動脈閉鎖（PA）

2例であった．手術時年齢は3歳8ヵ月～16歳8ヵ月

（平均8．4±4．2歳）であった．手術から術後カテーテル

までの期間は，1ヵ月～1年10ヵ月（7．3±7．1ヵ月），

術前検査から術後のカテーテル検査までの期間は5カ

月～3年9ヵ月（1．6±1．2年）であった．術式はTAの

2例とPAの1例にBjork法9）を，またTAの1例に
はtotal　cavopulmonary　connectioni°）を施行し，他は

全て右房と肺動脈の直接吻合を行った．またSVの2
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表1　対象

症例 診　　　断 手術時年齢 手　　術　　手　　技 姑　息　術

1 TA（1・b） 8．9 RA・PA bi．　B－T

2 TA（1－c） 4．8 RA－SPRV PAB
3 TA（1・b） 3．7 RA・SPRV （一）

4 TA（1－c） 4．5 SVCPAホ PAB
5 SV，　PS，　CAVV 12．3 RA（IAR）－PA （一）

6 SV，　PS，　CAVV 12．9 RA（IAR）－PA lt．　B－T

7 SV，　PS，2AVV 7．1 RA（IAR）－PA，　lt．　SVC－PA lt．　B－T

8 SV，　PS，　CAVV 9．3 RA（IAR）・PA，　lt．　SVCPA 1t．　B－T

9 SV，　PS，　CAVV 8．1 RA・PA lt．　B－T

10 MA，　PS，　TAPVD 8．1 RA（IAR）・PA rt．　B－T

11 MA，　PS 16．7 RA（IAR）’PA rt．　B・T

12 PA 8．0 RA－PA C・S

13 PA 5．1 RA・SPRV Brock，　lt．　B－T

RA－PA；right　atrial　to　pulmonary　artery　anastomosis，　RA－SPRV；right　atrial　to　subpulmonic

right　ventricle　anastomosis，　IAR；intra’atrial　routing，　B・T；Blalock・Taussig　shunt，　PAB；

pulmonary　arterial　banding，　C－S；central　shunt，　Brock；Brock　operation

＊；total　cavopulmonary　connection

例には左側のbidirectional　cavopulmonary　shunt11）

を同時に加えた．遠隔期死亡は，房室弁逆流から心不

全をきたしたSVの1例を認めた．

　　　　　　　　　　方　　法

　心臓カテーテル検査は，安静・鎮静下，仰臥位にて

施行し，fluid　filled法による圧測定及び酸素飽和度を

測定後，心室及び肺動脈造影を行った．これらの検査

結果から肺循環動態を評価する指標として，術前後の

平均肺動脈圧・肺動脈脈圧・肺血流量・肺血管抵抗・

肺動脈の大きさを以下の方法で求めた．

　1．平均肺動脈圧（PAm），肺動脈脈圧（PAp）

　術前後のカテーテル検査の圧データーから連続する

5心拍の平均値で表した．ただし術前の肺動脈圧の測

定は，9例では順行性にあるいはBlalock－Taussig

shuntを介して直接圧を測定したが，4例では肺動脈

に直接カテーテルが挿入できなかったことから肺静脈

喫入圧を代用した12）．

　2．肺血流係数（Qpl），肺血管抵抗（PVR）

　術前後の酸素消費量は，LaFargeら13）の方法から求

めた．これらの値を用いて術前後の肺血流量をFick

法により求め，体表面積で除した値を肺血流係数とし

た．術前肺血管抵抗は，肺血流係数・平均肺動脈圧・

平均左房圧を用いて，また術後肺血管抵抗は左房圧の

代わりに肺動脈模入圧を代用して求めunit・m2で表し

た．

　3．肺動脈の大きさ

　術前後の心室または肺動脈造影から，第1分枝を出

す直前の左右肺動脈断面積の平均を求め，この平均肺

動脈断面積のCastellanosら14）の正常右肺動脈断面積

に対する割合（PA　area　index，　PAAI）を肺動脈の大

きさを表す指標として求めた．

　4．統計処理

　計測値は平均±標準偏差で表し，術前後の値の有意

差検定にはpaired　t　testを用い，危険率5％未満を有

意とした．

　　　　　　　　　　結　　果

　1．平均肺動脈圧（PAm）および肺動脈脈圧（PAp）

　PAmは術前4～18mmHg（12．0±4．2mmHg），術後

8～21mmHg（13．5±4．4mmHg）と有意な変化を認め

なかった（図1左）．PApは，直接測定しえた9例で術

前3～15mmHg（7．5±4．5mmHg），術後2～11mmHg

（6．1±2　．　9mmHg）と術前後で有意な変化を認めな

かった（図1中）．

　2．肺血流係数（QpI）

　Qplは，術前2．90～7．551／min／m2（4．48±1．421／

min／m2），術後1．80～3．86〃min／m2（2．75±0．641／

min／m2）と有意に減少した（p＜O．Ol）（図1右）．

　3．肺血管抵抗値（PVR）

　PVRは，術前1．10～3．20unit・m2（1．88±0．60unit・

m2）から術後1．53～6．60unit・m2（2，81±1．52unit・

m2）と有意に増大した（p〈0．05）（図2）．一方，術前

後のPVR間には有意の相関関係は認められなかっ
た．

　4．左右肺動脈断面積およびPAAI
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図1　PAm（左），　PAp（中）およびQpI（右）の術前後の変化，　PApは直接測定し

　えた9例で検討した．
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図2　PVRの術前後の変化

図3　PAAIの術前後の変化

　右肺動脈断面積は，術前0．68～2．95cm2（1．40±0．77

cm2）から術後0．48～2．32cm2（1．29±0．65cm2）と有

意な変化を認めなかった．一方左肺動脈断面積は術前

O．61～2．89cm2（1．21±0．63cm2）から術後0．26～1．67

cm2（0．97±O．48cm2）と有意に減少した（p＜0．05）．

　PAAIは，術前0．44～1．02（0．65±0．16）から術後

0．26～0．77（0．47±O．16）と有意に減少した（p＜0．01）

（図3）．術前後のPAAI間では有意の相関関係はみら

れなかったが，術前のPAAIが小さく肺血管床の発育

が問題となった12例では，両群間に有意な正の相関関

係を認めた（p〈0．01）（図4）．

　5．術前後各指標間の関係

　術後PAmと術前PVRの間には有意な正の相関関

係を認めた（p＜O．05）（図5左）．また術後PAmと術

前PAAIの間では，術前のPAAIが小さく肺血管床の

発育が問題となった12例で有意な負の相関関係を認め

た（p＜0．01）（図5右）．
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図4　術前後のPAAIの関係．＊は術前PAAIが正常
　であることから術前の肺血管床の発育が十分であ

　り，術後の肺循環動態に影響を及ぼさないと考えら

　れた1例．この1例を除き術前PAAIが正常以下の

　12例で術前後のPAAI間に有意の相関関係を認め
　た．

　　　　　　　　　　考　　察

　Fontan型手術の適応基準には種々のものが提唱さ

れているが15）一一17），特に術前の肺循環動態の評価は，本

手術を行うにおいて最も重要な要因の1つであ
る18）19）．著者らも肺血管床が十分に発達していること

を基本とし，肺動脈が太くしかも肺血管抵抗が正常

（PVR＜4unit・m2）であるものを対象としてきた2°）．

しかしながら適応基準を満たしFontan型手術を行え

た症例においても術後管理に難渋する症例があり，術

後の著しい肺循環動態の変化の遠隔期心肺機能への影

響など問題点は多い2’）22），これらの問題を解明するこ

とは，本術式の遠隔成績を含めた手術適応基準を確立

する上においても重要と思われる．

　1．肺循環動態を表す各指標の変化について

　Fontan型手術後の肺血流パターンについては，従

来からカテーテル検査およびドプラー検査などで詳細

に検討されてきたが5）23）2‘），その最も大きな特徴は術後

肺血流が低拍動性の静脈パターンになることである．

このような術後肺血流の観点から，今回対象とした

Fontan型手術のなかにBjork法やtotal　cavopul・

monary　connection法も含めて検討を行った．その結

果，術前後での平均肺動脈圧および脈圧に有意な変化

を認めず，このような指標だけでは本手術後の肺血流

パターンの変化は示しにくいものと考えられる．一方，

Fontan型手術後のPVRの変化に関してはこれまで

あまり検討されていなかった．今回の我々の検討では，

PVRの値が術後近接期には有意に増大していること

が示された．その原因は明らかではないが，一つには

術後の肺血流が静脈性パターンであることが考えられ

る25）26），その他に術前の肺血管床の発育程度の多様性，

さらには術前から存在していた側副血行路の存在や肺

動脈枝の閉塞あるいは狭窄などの種々の要因が関与し
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図5　左：術前PVRと術後PAmの関係．有意な正の相関関係を認めた．

　右：術前PAAIと術後PAmの関係．術前PAAIが正常以下であった12例で有意な

　負の相関関係を認めた．

　＊は術前PAAIが正常であることから術前の肺血管床の発育が十分であり，術後の

　肺循環動態に影響を及ぼさないと考えられた1例．
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ているものと思われる7）．

　PVRと共に肺動脈の大きさも肺血管床の発育の程

度を表す指標として重要である27）．今回の術前後の左

右肺動脈断面積の検討では，右側では有意な変化を示

さなかったのに対し，左側では術後有意に減少してい

た．この左肺動脈断面積の術後の減少に関しては，同

側に行ったbidirectional　cavo－pulmonary　shuntの影

響が関与しているものと考えられる．本shunt手術を

施行した2例での術後肺動脈断面積の減少は大きく，

これら2例を除いて検討した術前後の左肺動脈断面積

は有意な変化を示さなかった．一方このような術前後

の肺動脈断面積の変化に対し，患児の体表面積は術前

に比し有意に増大（p＜O．Ol）していることから，

Fontan型手術後近接期においては肺動脈は患児の体

格に応じた発育を示さなかったものと考えられる．こ

の関係はbidirectional　cavo－pulmonary　shuntを行っ

た2例を除いた11例の検討でも同様であった．また術

前のPAAIが小さく肺血管床の発育が十分でなかっ

た12例において，術前後のPAAI間に正の相関関係が

みられたことから，術前の肺血管床の未熟度が術後近

接期の肺循環にも影響を及ぼすことが示唆された．

　2．術後肺循環動態に影響を及ぼす術前の因子につ

いて

　本手術による肺循環動態の変化を術前から予測する

ことは，術後経過を管理する上においてまた本手術の

適応を決める上でも大変重要なことと思われる．本手

術の成績を左右する因子の一つに術後の平均右房圧の

上昇が上げられており，その上限は17～20mmHgとさ

れている4）ユ6）2°）28）29）．今回対象とした症例の中で術後平

均右房圧すなわちPAmが17mmHg以上であったの

は3例であるが，3例とも術後の胸水や腹水管理に難

渋しまた術後カテーテル施行時も患児のquality　of

lifeは満足できるものではなく，NYHA分類では3度

以上であった．このような術後のPAmの上昇には心

拍出量など種々の要因が関与しているものと考えられ

るが，今回の著者らの検討では術前のPVRとPAAI

が最も強く関係していることが示され，術前の肺血管

床の発育度が本手術後の経過および患児のquality　of

lifeに大きく影響を及ぼすものと考えられた．今回の

結果（図5）から推定すると，術後のPAmが17mmHg

以下を期待するには術前PVRで約2．Ounit・m2以下，

術前PAAIで約0．60以上が望ましいと思われる．

　Fontan型手術における肺循環動態の評価は，本手

術の適応および術後のquality　of　lifeに関わる重要な

645－（41）

問題である．しかし術後近接期に認めた肺循環動態の

変化が，さらに遠隔期の心肺機能や患児のquality　of

lifeにどのような影響を及ぼすのかについては明らか

ではなく，今後も注意深い経過観察が必要であると思

われる．

　　　　　　　　　　総　　括

　1）Fontan型手術を施行した13例について，術前後

の肺循環動態を評価した．

　2）PAm，　PApは術前後で有意な変化を認めなかっ

たが，PVRは術後有意に増大しQpl，　PAAIは術後有

意に減少した．

　3）術後PAmと術前PVRの間には有意な正の相

関を，術後PAmと術前PAAIの間には有意な負の相

関を認め，術後PAmの上昇に術前の肺血管床の発育

が関係しているものと思われた．

　4）術後の患児のquality　of　lifeを考え，術後PAm

が17mmHg以下を期待するには，術前のPVRを2．O

unit・m2以下，　PAAIは0．60以上が望ましい．

　稿を終わるにあたり，本研究に御指導を賜りました国立

循環器病センター院長，川島康生先生および小川クリニッ

ク，小川　實先生に深謝いたします．
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　　　In　13　patients　who　underwent　the　Fontan　procedure　for　complex　cardiac　anomalies，　pre・and

postoperative　pulmonary　hemodynamics　were　evaluated．　Mean　pulmonary　artery　pressure（PAm），

pulmonary　artery　pulse　pressure（PAp），　pulmonary　blood　flow　index（QpI），　pulmonary　vascular

resistance（PVR）and　pulmonary　artery　area　index（PAAI）which　was　defined　as　the　ratio　of　cross・

sectional　area　to　the　normal　value　were　obtained　at　pre・and　postoperative　cardiac　catheterization．

PAm　and　PAp　showed　no　significant　change　between　pre・and　postoperative　values．　QpI　and　PAAI

significantly　decreased　postoperatively（p＜0．01）．　PVR　significantly　increased　compared　with　preopera・

tive　values（p＜0．05）．　There　was　a　positive　correlation　between　preoperative　PVR　and　postoperative

PAm（r＝0．56，　p＜0．05，　n＝13），　and　a　negative　correlation　between　preoperative　PAAI　and　postoperative

PAm（r＝－0．72，　p＜0．01，　n＝12）．

　　　These　results　suggest　that　the　postoperative　PAm，　which　will　influence　the　postoperative　status，

appears　to　be　affected　by　the　growth　of　preoperative　pulmonary　vascular　beds．　To　obtain　postoperative

PAm　less　than　17　mmHg，　preoperative　PVR　appears　to　be　below　2．O　unit　m2　and　PAAI　above　O．60．
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