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旨

　完全大血管転換症（TGA）でJatene手術を施行された25例（1型12例で肺動脈絞拒術とBlalock－

Taussig短絡術後のJatene手術，　II型13例）について，術後1年以内の早期と約5年を経過した遠隔期

に心臓カテーテル検査を行い，左右心室容積特性と血行動態について検討した．左室拡張末期容積はそ

れぞれ大動脈弁閉鎖不全と僧帽弁閉鎖不全の認められた症例を除けば縮少して正常化する傾向がみられ

た．右室拡張末期容積も縮小傾向が認められたが，遠隔期の10例に肺動脈弁上狭窄があり，早期から進

行していた．左右両心室の駆出率は正常であった．肺動脈圧と肺血管抵抗はII型TGAでは全例低下して

いたが，1型の1例で肺高血圧症が残存していた．以上の結果より，Jatene手術後の駆出率でみた心室

の収縮性は良好で，大動脈弁及び僧帽弁逆流がない症例では両心室の大きさは正常化している傾向がみ

られた．

　　　　　　　　　はじめに

　近年，肺動脈狭窄のない完全大血管転換症（trans・

position　of　the　great　arteries，以下TGAと略す）に

対する心内修復術は左心室（LV）を系統動脈側心室と

して用いる解剖学的修復術（Jatene手術）が行われる

ようになり，その手術成績も向上しているD2）．これま

でにJatene手術前後の心室容積特性については報告

してきた3）4）．しかし，Jatene手術後の遠隔期の血行動

態についてはまだ明らかではない．我々の施設では

1982年からJatene手術を実施してきており，当初行っ

てきた1型TGAに対する二期的Jatene手術｛肺動脈

絞拡術（PAB）及び，　Blalock－Taussig短絡術後の

Jatene手術｝症例や一期的あるいはPAB後にJatene

手術を施行したII型TGA症例も学童期に入らんとし

ている．そのため，本論文ではJatene手術後約5年を

経過したJatene手術後の1型及びII型のTGA症例
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の遠隔期の左右両心室容積特性及び血行動態を検討し

た．

　　　　　　　　　対象と方法

　対象は1983年から1988年までの6年間に東京女子医

科大学付属日本心臓血圧研究所でJatene手術を施行

された144例のTGAのうち，術後早期と遠隔期に心臓

カテーテル検査を施行しえた25例である．このうち心

室中隔欠損症（VSD），肺動脈狭窄症（PS）のない1

型TGAは12例で，　VSDを伴ったII型のTGAは13例

であった．手術時月齢は1型では生後6ヵ月から23カ

月（12．2±4．2ヵ月，平均±標準偏差）で，全例Jatene

手術前に肺動脈絞拒術（PAB）とBlalock－Taussig短

絡術を施行されたtwo－staged　Jatene手術であった．

II型のTGAは手術時月齢5ヵ月から19ヵ月（11．1±

5．5ヵ月）で，このうちJatene手術前にPABを施行さ

れたものが4例，Blalock－Hanlon手術を施行された

ものが1例あった．これらの25例について，Jatene手

術後早期（術後1ヵ月から11ヵ月，3．5±4．0ヵ月）と

術後遠隔期（3年から7年後，4．6±Ll年後）で心臓
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カテーテル検査を行い，造影検査によって心室容積特

性の変化を検討した．左室容積はarea－length法を用

い，右室容積はSimpson法を用いてそれぞれ計算し

た．左室拡張末期容積（LVEDV）と右室拡張末期容積

（RVEDV）は以下の式から計算した正常予想値に対す

る百分率で表現した．

　　LVEDV＝72，5×BSA143

　　RVEDV＝75．1×BSAi・43

各データは平均値±標準偏差で表し，統計的検討は

paired　t－testで行い，　p＜0．05を有意とした．

　　　　　　　　　　結　　果

　1）左室容積特性

　左室造影により軽度の大動脈弁閉鎖不全（AR）が術

後早期に2例，遠隔期には6例にみられ，1例に軽度

の僧帽弁閉鎖不全（MR）が術後早期と遠隔期に認めら

れた．このARとMRは早期から遠隔期にかけては進

行していなかった．II型TGAの1例に早期にVSD

の残存が認められたが遠隔期期には消失していた．1

型TGAではLVEDVは術後早期には164±50％，遠

隔期には155±38％であった．また，II型TGAでは

174±39％から167±81％に変化していたが両群とも有

意な変化ではなかった．AR及びMRの有無で
LVEDVを比較してみると，遠隔期に弁逆流が生じて

いた症例と生じなかった症例で術後早期には有意差は

無かったが，遠隔期では逆流のない18例は144±27％で

あるのに逆流のある群は235±41％と有意に大きく
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図1　左室拡張末期容積（LVEDV）の推移，
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なっていた（図1，p＜0．05）．

　左室駆出率（LVEF）は1型TGAで術後早期で
O．60±0．8，遠隔期には0．64±0．08％で，II型TGAで

も0。62±0．07から0．61±O．05と正常で変化しなかった

（図2）．左室拡張末期圧（LVEDP）は術後早期，遠隔

期ともに11±3mmHgとやや高い傾向ではあったが，

正常範囲であった．

　2）右室容積特性

　術後早期の心臓カテーテル検査で，30mmHg以上の

肺動脈弁上部狭窄を3例に，遠隔期では10例に認めた．

このうち遠隔期の7例にバルーンによる血管形成術を

試み，3例に軽度の狭窄解除が得られた．II型の

RVEDVは術後早期には155±51％で遠隔期には
124±27％に減少する傾向にあったが，有意ではなかっ

た．また，1型では早期125±23％，遠隔期130±38％

と変化しなかった（図3）．

　RVEFは，1型TGAでは早期0．58±0．07，遠隔期
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図2　左室駆出率（LVEF）の推移，矢印’本文参照
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図4　右室駆出率（RVEF），数字が同じ症例は横並列

　に示す．矢印は本文を参照
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図5　平均肺動脈圧の変化．
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11型TGAでは有意に低

O．59±0．07と正常であった．II型では早期のRVEFは

0．55±0．09と正常以下であったが，遠隔期では0．57±

O．07と正常であった（図4）．右室拡張末期圧

（RVEDP）は全体で8±3mmHgから6±2mmHgへと
正常化していた．

　肺動脈平均圧（meanPAP）はII型TGAで早期には

28±12mmHgであったが，遠隔期には18±5mmHgへ

と有意に低下していた（図5，p＜0．005）．1型TGA

では早期24±11mmHgから遠隔期21±8mmHgへと
低下したが有意ではなかった（p＝0，175）．また，肺血

管抵抗値（Rp）の変化もII型TGAでは有意の低下を

示した（4．8±4．2unit・m2から2．0±0．9unit・m2，　p＝

0．02）．1型TGAでも低下傾向を示したが有意ではな

く（2．8±1．6unit・m2から2．1±1．5unit・m2），早期，遠

隔期とも5unit・m2以上であったものが1例認められ

た（図6）．
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図6　肺血管抵抗値（Rp）の変化．　II型TGAでは有

　意に低下したが，1型の1例では肺高血圧症が持続

　していた．

　　　　　　　　　　考　　察

　完全大血管転換症（TGA）に対する解剖学的修復術

（Jatene手術）は左心室を体動脈側心室として使用す

ることによって，右心室を用いるMustard手術や

Senning手術後に問題となる体静脈系，肺静脈系の狭

窄や上室性不整脈，及び遠隔期の三尖弁閉鎖不全，右

心不全などの発生を防止できるという点で優れている

と考えられている5）6）．当施設でも肺動脈狭窄のない

TGAに対しては，1982年から心房位血流転換術に代

わってJatene手術を実施している．特に最近では，新

生児期に一期的にJatene手術を行っており，その手術

成績も良好となってきている7｝．

　Jatene手術後の比較的早期のデータでは，系統動脈

側心室の左心室の機能は正常で，LVEDVは正常の

152％であった8）．しかし，Jatene手術後数年経って後

の心室機能については不明であった．Langeら9｝は二

期的Jatene手術後7年を経過した16例について報告

している．それによると遠隔期のLVEF，　LVEDPは

正常であったが，LVEDVは正常以上であったという．

このLVEDVが大きい理由として術後早期の心膜の

浮腫や心筋の線維化の可能性に言及している．我々の

これまでの研究では，1型に対する二期的Jatene手術

では，LVEDVはPABとBlalock－Taussig短絡術前

後で123±50％から157±49％に増加しており，Jatene

手術後1～2ヵ月では160±33％と大きいままであっ

た3）4）．今回の結果でもLVEF及びLVEDPは術後早
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期，遠隔期ともに全体では正常内にあった．一方，

LVEDVは早期，遠隔期とも正常以上で変化していな

かった．ARとMRのみられなかった症例では遠隔期

には134±31％に減少する傾向があった．つまり，容量

負荷が残存しなけれぽ，Jatene手術後しだいに左室の

大きさは正常に近づく可能性があると考えられる．こ

の機序としては，越後ら1°）が心房中隔欠損症の術後の

右室容積の観察を行った際，児の体表面積の増加によ

る正常値の増加によって児の術後の右室容積の値が計

算上正常に近づくのではないかと推論しており，

Jatene手術遠隔期のLVEDVの減少も同様の機序に

よる可能性もある．ところで，II型の1例で，早期及

び遠隔期にLVEFが50％以下の症例が存在した（図2

の矢印）．この症例はRVEFも低下しており（0．41と

0．44，図4の矢印），中等度の肺高血圧症の残存が認め

られた（図5）．生後5カ月でのPABの後，1年以上

して，1歳7ヵ月にJatene手術を施行した時点で肺高

血圧症が残存していたためかもしれない．

　術後のARについてLangeらは，16例中5例に軽度

のARを認めている．我々の結果でも二期的Jatene

手術13例中8例にARを認めた．この原因はJatene

手術前のPAB及び，冠状動脈のtranslocationによる

バルサル・ミ洞の変形が最も考えられる7）．II型のTGA

について，Di　DonatoらはJatene手術後中期（術後平

均27ヵ月）の62例について報告している11），それによる

と，8例にARを認めており，そのうちの4例は
Jatene手術以前にPABを施行された症例であった．

今回我々が観察したII型のTGA　13例のうち，遠隔期

にARを認めたものは3例でこのうち2例はPAB後

のJatene手術症例であった．　PABによるバルサルバ

洞の変形がARの誘因と考えられる．

　肺動脈弁上狭窄についてLangeらは，16例中1例の

みに認めたと報告している．我々の30例では遠隔期の

10例に認めており，早期に出現した軽度の肺動脈弁上

狭窄がしだいに進行していく傾向が認められ，これま

での報告と一致していた12）．これはJatene手術での縫

合部位の発育不良が主な原因と考えられ，Jatene手術

後の重要な合併症である．我々は遠隔期の7例にバ

ルーンによる肺動脈弁上狭窄解除を試みているが，3

例では無効で，他の4例では改善をみとめている．我々

が先に報告したように13），Jatene手術後の肺動脈弁上

狭窄症に対するバルーン血管形成術の効果は必ずしも

満足すべき結果ではなかったが，再手術の時期を遅ら

せる効果はあると考えられ，耐圧性の優れたバルーン
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の使用が必要であろう．Di　DonateらはII型TGAの

Jatene手術症例には肺動脈弁上狭窄は生じにくいと

述べている．我々の結果では遠隔期に肺動脈弁上狭窄

症を生じた10例中6例がII型のTGAであり，1型と

の間に差はなかった．これはII型でも遠隔期での血管

吻合部の発育不良が原因となって肺動脈弁上狭窄症を

おこしてくるためと推測される．

　右室の容積については，Jatene手術後早期にはII型

では正常以上で，1型では正常範囲であり，これは奥

田らの報告と一致していた．術後遠隔期では，1型，

II型ともに正常範囲にあり，　Langeら9）の報告と一致

した．

　ところで，Jatene手術遠隔期の大きな問題として肺

動脈閉塞性病変（pvO）の進行が挙げられる．　Di

Donateらも1型のTGA症例でJatene手術後2例を

PVOで失っており，他の生存する2例でも肺高血圧症

の持続を確認している．今回検索した30例の結果では

PVOで失った症例はなく，遠隔期での肺血管抵抗値は

1型の1例を除けぽ全例で5単位・m2以下であった

（図6）．この1例はLVEF，　RVEFの低かった症例で，

遠隔期でも平均肺動脈圧が39mmHgあった．門間ら14）

によれば，1型TGAでも生後早期から肺高血圧症が

進行する症例があることを報告しており，二期的

Jatene手術で，　PABとBTshunt後の肺高血圧症は

次第に進行していくことを考えると15），この症例では，

Jatene手術までの時間を短縮した，　Jonasら16）のいう

“ Rapid　two－stage　arterial　switch”が適応であったの

かもしれない．今回II型のTGAでJatene手術後に

PVOの進行した例はなかったが，今後もPVOに陥る

のを防ぐためにはDi　Donateらの提唱するように乳

児期早期にJatene手術を行っていくことが大切であ

る．1型のTGAについては近年の傾向として新生児

期に一期的にJatene手術を行うようになり，　PVOへ

進展する可能性は少ないと考えられるが，なんらかの

理由で一期的Jatene手術ができなかった症例では

Rapid　twe－stage　Jatene手術も考慮に入れる必要があ

る．

　　　　　　　　　　文　　献

　1）Planche，　C．，　Bruniaux，　J．，　Lacour・Gayet，　F，

　　　Kachaner，　J．，　Blinet，　J．，　Sidi，　D．　and　Villain，　E．：

　　　Switch　operation　for　transposition　of　the　great

　　　arteries　in　neonates．　J．　Thorac．　Cardiovasc．

　　　Surg．，96：354－363，1988．

　2）Norwood，　Wl，　Dobell，　A．R．，　Greed，　M．D．，　Kirk・

　　　lin，　J．W，　and　Blackstone，　E．H．：Inter・mediate

Presented by Medical*Online



298－（66）

　　results　of　the　arterial　switch　repair．　A　200　insti－

　　tution　study．　J．　Thorac．　Cardiovasc．　Surg．，96：

　　854－863，1988．

3）奥田浩史，中沢　誠，高尾篤良，黒沢博身，高梨吉

　　則，今井康晴：完全大血管転換症1型に対する肺

　　動脈絞拒術兼Blalock－Taussig手術前後の心室容

　　積特性．日小循誌，2：192－198，1986．

4）奥田浩史，中沢　誠，高尾篤良，黒沢博身，高梨吉

　　則，今井康晴：完全大血管転換症1型に対する二

　　期的Jatene手術後の心室容積特性，　II型および1

　　型に対する一期的手術後症例との比較．心臓，19：

　　693－697，1987．

5）Deanfield，　J．，　Camm，　J．，　Macartney，　F．，　Car－

　　twright，　T．，　Douglas，　J．，　Drew，　B．J．，　Leval，　M．

　　and　Stark，　J．：Arrhythmia　and　late　mortality

　　after　Mustard　and　Senning　operation　for

　　tranposition　of　the　great　arteries，　An　eight－year

　　prospective　study．　J．　Thorac．　Cardiovasc．　Surg．，

　　96：569－576，1988．

6）Turina，　M．1．，　Siebenmann，　R．，　Segesser，　LV．，

　　Schonbeck，　M．　and　Senning，　A．：Late　func・

　　tional　deterioration　after　atrial　correction　for

　　transposition　of　the　great　arteries．　Circulation，

　　80（Suppl．1）：1－162－1－167，1989．

7）全　　勇，中沢　誠，高尾篤良，今井康晴：新生児

　　期1期的Jatene手術適応条件と術前管理につい

　　て．日小循誌，5：442－450，1990．

8）Okuda，　H．，　Nakazawa，　M．，　lmai，　Y．，　Kurosawa，

　　H．，Takahashi，　Y．，　Hoshino，　S．　and　Takao，　A．：

　　Comparison　of　ventricular　function　after　Sen－

　　ning　and　Jatene　procedures　for　complete　trans．

　　position　of　the　great　arteries．　Am．　J，　CardioL，

　　55：530－534，1985．

9）Lange，　P．E．，　Sievers，　H．H．，　Onnasch，　D．G．W．，

　　Yacoub，　M．H．，　Bernhard，　A．　and　Heintzen，　P．

　　H．：　Up　to　7　year　follow－up　after　two・stage

　　anatomic　correction　of　simple　transposition　of

　　the　great　arteries．　Circulation，74（SupPl．1）：1・47

　　－1－52，1986．

日本小児循環器学会雑誌　第8巻　第2号

10）越後茂之，岸田憲二，矢沢健司，桑原尚志，中島

　　　徹，山田　修，神谷哲郎：心房中隔欠損術後の右室

　　　容積の変化と年齢の関係．日小循誌，1：258－259，

　　　1986．

11）Di　Donate，　R．M．，　Wernovsky，　G．，　Walsh，　EP．，

　　　Colan，　S．D．，　Lange，　P．，　Wessel，　D．L．，　Jonas，　RA．，

　　　Mayer，　J．E．　and　Castaneda，　A．R．：Results　of

　　　arterial　switch　operation　for　transposition　of

　　　the　great　arteries　with　ventricular　septal　defect．

　　　Surgical　consideration　and　midterm　follow－up

　　　data．　Circulation，80：1689－1705，1989．

12）Wernovsky，　G．，　Hougan，　TJ．，　Walsh，　E．P．，　Shol・

　　　ler，　G．F．，　Colan，　S．D．，　Sanders，　S．P．，　Parness，1．

　　　A．，Keane，　J．F．，　Mayer，　J．E．，　Jonas，　R．A．，　Cas－

　　　taneda，　A．R．　and　Lange，　P．：Midterm　results

　　　after　the　arterial　switch　operation　for　tran－

　　　sposion　of　the　great　arteries　with　intact

　　　ventricular　septum：Clinical，　hemodynamic，

　　　echocardiographic，　and　electrophysiologic　data．

　　　Circulation，77：1333－1344，1988．

13）松本康俊，中沢　誠，中西敏雄，里見元義，門間和

　　　夫，高尾篤良：術後の血管性狭窄病変に対する経

　　　皮的バルーン拡大術の試み．日小循誌，6：271

　　　－279，1990．

14）門間和夫，中島裕司，中沢　誠，高尾篤良，菅原基

　　　晃：完全大血管転換症1型の肺高血圧の早期進行

　　　9if．　’L・且蔵，　22：141－148，1990．

15）中島裕司，門間和夫，高尾篤良，今井康晴，黒沢博

　　　身：完全大血管転換症1型の肺動脈病変，動脈ス

　　　イッチ手術前後の比較．日小循誌，6：363－367，

　　　1990．

16）Jonas，　R．A．，　Giglia，　T．M．，　Sanders，　S．P．，　Wer－

　　　novsky，　G．，　Nadal－Ginard，　B．，　Mayer，　JE．　and

　　　Castaneda，　AR．：Rapid，　two－stage　arterial

　　　switch　for　transposition　of　the　great　arteries

　　　and　intact　ventricular　septum　beyond　the

　　　neonatal　period．　Circulation，80（SupPl，1）：1・203

　　　－1－208，1989．

Presented by Medical*Online



平成4年9月1日 299－（67）

Ventricular　Function　after　Jatene　Operation　in　Patients　with　Transposition　of

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　the　Great　Arteries

MasashiSeguchii｝，　Makoto　Nakazawai），　Kazuo　Momma1〕，　Kazuaki　lshihara2），

　　　　　　　　　　　　　　　Kazuo　Sawatari2）　and　Yasuharu　lmai2｝

　　　Department　of　Pediatric　Cardiologyi）　and　Pediatric　Cardiovascular　Surgery2），

　　　　　　　　the　Heart　lnstitute　of　Japan，　Tokyo　Women’s　Medical　College

　　　Twenty　five　patients（pts）with　transposition　of　the　great　arteries　without　pulmonary　stenosis

（TGA）were　reviewed　after　Jatene　operation．　Left　and　right　ventricular　function　were　evaluated　in　the

cine　angiogram　within　l　year（early　results）and　in　5　years（late　results）after　the　operation．　Left

ventricular　end　diastolic　volume（LVEDV）was　not　changed；174±390ro　of　normal　to　167±81％）in

TGA（1）and　164±500ro　to　155土38％in　TGA（II）．　Right　ventricular　end　diastolic　volume（RVEDV）in

the　early　result　in　TGA（II）（155±51％）was　decreased　to　normal　range（124±27％），　and　in　TGA①

RVEDV　was　within　normal　range　in　the　two　results．　LV　ejection　fraction（LVEF）were　within　normal

range　in　TGA（1）and　TGA（II）．　RVEF　in　TGA（1）was　normal　in　the　two　results，　but　in　TGA（II）RVEF

in　the　early　result　was　below　normal（0．55±0．09）and　it　increased　to　normal　in　the　late　result（0．57±

0．07）．Mild　aortic　regurgitation　which　was　detected　in　6　pts　and　one　showed　mild　mitral　regurgitation

and　the　degree　of　the　regurgitation　was　not　increased　during　the　period，　Supravalvular　pulmonary

stenosis　observed　in　10　pts　increased　in　the　late　results．　The　pressure　gradient　was　decreased　in　3　pts

among　7　pts　who皿derwent　balloon　angioplasty．　Pulmonary　artery　pressure　and　vascular　resistance

were　decreased　in　pts　with　TGA（II）after　surgery，　and　in　one　patient　with　TGA　（1）　pulmonary　artery

pressure　has　been　still　elevated．　It　is　therefore　cautious　that　in　TGA（1）pulmonary　vascular　obstruc－

tion　unexpectedly　increases　even　in　the　early　infancy．
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