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複合心奇形に対するUniventricular　repairの手術成績の検討

（平成3年12月9日受付）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　1989年11月から1991年7月に9例の複合心奇形に対して，Univentricular　repairを施行した．手術時

年齢は14ヵ月から18歳，6例が4歳未満である．性別は男性4例，女性5例である．手術時体重は7kgか

ら62kgで，5例が13kg以下である．先行姑息手術は5例にBlalock・Taussig短絡術，1例に肺動脈絞拒

術が施行されていた．主たる心室は4例が右室，4例が左室で，1例は未分化型（undeterminate　type）

である．術前のPA　indexは241～320，平均309±69，肺動脈圧は5例で，平均12±3mmHg，主たる心

室の拡張終末期圧は平均9±2mmHgである．手術は6例にTotal　cavopulmonary　connection（TCPC）

法，3例で右心房一肺動脈吻合を施行した．手術死亡は1例で，他の1例に脳合併症を認める．術後管

理の特徴は自発呼吸の早期再開と，カテコールアミンの長期の使用である．自発呼吸はICU帰室後3

～ 18時間で気管チューブを抜去している．術後胸水貯留を5例に認め，そのうち1例は乳廉胸であった．

術後1ヵ月の心臓カテーテル検査では，2例に右一左短絡が遺残し，肺動脈圧は平均13～16mmHgで

あった．術後観察期間は2～23ヵ月で，脳合併症の1例を除いて，7例の早期遠隔期の経過は良好で

NYHA分類の1～2度である．これらの結果から，われわれは4歳未満の症例に対しても，積極的に

univetricular　repairの施行を試みている、早期遠隔期の状態は良好であったが，今後も注意深い観察が

必要と考えている．

　1971年のFontanとBaudetの第1例目の臨床成功

例の報告1），1973年のKreutzerの手術成功2）を始めと

するFontan手術は三尖弁閉鎖症，単心室3），その他の

複合心奇形4）に適応される機能的修復術である．

FontanとBaudetは下大静脈の右房入口部と右房

一肺動脈間とにそれぞれ弁を挿入したが，Kreutzerは

右房と肺動脈の間にだけ弁を必要とした．その後も

種々の術式の改良が試みられている．現在，

Univentricular　repairとしては，（1）右房一肺動脈吻

合，（2）右房一右室吻合，（3）上大静脈一肺動脈吻合
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の三つの形がある．これらをすべてFontan型手術と

総称することもあり，また，（1）をFontan／Kreutzer

型，（2）をBjork法，（3）をTCPC（Total　cavopul－

monary　connection）法ともいう．

　TCPC法は1988年にde　Levalらが流体力学的な実

験による根拠と臨床例を併せて報告しているが5），術

式としてはその報告以前にも，共通心房を合併するよ

うな複合心奇形の修復にPugaら6）一一8），　Jonasら9）1°｝は

TCPC法を施行している．本邦における本術式の使用

はいまだ多くない11ト15）．

　いわゆるFontan型手術の適応は，　Choussatらによ

る10項目のcommandmentsに従っている16）17）．しか

し，現在，この手術の適応拡大は著しく，Danielsoni8），
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Humesら19），　Mayerら20），今井ら21）によれぽ，手術対

象例の大半が10項目のcommandmentsを備えていな

いという．

　10項目のcommandmentsの手術年齢は4～15歳を

主張しているが，多数の症例を経験している施設から

も，4歳未満での本手術の施行が唱えられてい
る19ト24）．

　われわれの施設では，最近2年間に9例の複合心奇

形に，Univentricular　repairを施行した．そのうち6

例は手術時年齢4歳未満，また手術術式としてTCPC

法を6例に施行した．ここではその手術方法，手術成

績，術後早期の問題を中心に検討を加えたので報告す

る．

　　　　　　　　　　対象および方法

　1989年11月から1991年7月までに複合心奇形で

Univentricular　repairを受けた9例を対象とした（表

表1　対象症例

症例 年齢・性別 手術時体重 主な症状 ヘモグロビン量 ヘマトクリット値 先行手術

1 3歳・女 16．5kg チアノーゼ
労作時息切れ

22g／d1 74％ 生後1ヵ月時
左側B・T短絡術

2 9〃・男 23．0〃 チアノーゼ
房室弁逆流 21〃 66〃 4歳時

左側B・T短絡術

3 2〃・男 9．6〃 チアノーゼ
バチ状指 20〃 65〃 （一）

4 18〃・女 62．0〃 チアノーゼ
労作時息切れ 13〃 40〃 （一）

5 11〃・女 38．0〃 チアノーゼ
労作時息切れ 22〃 68〃 2歳時

右側B－T短絡術

6 1〃・女 7．0〃 チアノーゼ
房室弁逆流 17〃 51〃 生後2ヵ月時

左側B－T短絡術

7 1〃・女 8．1〃 チアノーゼ
バチ状指 22〃 67〃 （一）

8 2〃・男 10．6〃
チアノー・ゼ

運動能低下 16〃 51〃 生後7ヵ月時
肺動脈絞拒術

9 1〃・男 11．0〃 チアノーゼ
肝腫大 17〃 53〃 生後1ヵ月時

左側B・T短絡術

B・T短絡術：Blalock’Taussig短絡術

表2　形態的特徴

症例 心　房　位 主たる心室 肺　動　脈 心房一心室関係 心室一大血管関係 そ　の　他

1 正　位 右　室 閉　鎖 DIRV DORV，　d・position 左室痕跡的

2 逆　位 右　室 強度狭窄 DIRV，　CAVV discordant 左室痕跡的
PRSVC

3 正　位 右　室 中等度狭窄 concordant discordant 左室低形成

4 正　位 ？ 中等度狭窄 DIV ？，Lposition

5 正　位 左　室 強度狭窄 concordant DORV，1・position 右室低形成

6 正　位 右　室 強度狭窄 DIRV，　CAVV DORV 左室痕跡的
PLSVC

7 正　位 左　室 強度狭窄 DILV discordant 右室流出路存在

8 正　位 左　室 正　常
concordant
強度三尖弁狭窄

concordant 低形成右室

9 正　位 左　室 弁欠損
concordant
三尖弁膜様閉鎖

concordant
低形成右室VSD（一）

DIRV：double　inlet　right　ventricle，　DILV：double　inlet　left　ventricle，　CAVV：common　A－V　valve，　DORV：double

outlet　right　ventricle，　PRSVC，　PLSVC：上大静脈遺残
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1）．手術時年齢は14ヵ月から18歳で，4歳未満は6例

である．性別は男性4例，女性5例である．手術時体

重は7～62kgで，5例は13kg以下である．

　（術前症状）全例にチアノーゼ，3例に労作時息切

れ，2例にバチ状指を認める．共通房室弁を合併した

2例では，房室弁の閉鎖不全を認めた．術前ヘモグロ

ビン量は13～22g／dl，平均19±3（標準偏差）g／dlで，

17g／dl未満を示す症例は2例である．ヘマトクリット

値は40～74％，平均61±11％で，50％以下は1例であ

る．先行姑息手術はBlalock－Taussig短絡術5例，肺

日本小児循環器学会雑誌　第8巻　第2号

動脈絞拒術1例の6例に施行されていた．このうち症

例2，5，8の姑息手術は他院で行われていた．

　（形態学的特徴（表2））主たる心室が右室形態は4

例，左室形態は4例で，症例4は術中検索からも未分

化型とした．症例8，9を除く7例は中等度から強度

の肺動脈狭窄を伴っている．症例8は中間型の心内膜

床欠損症に類似し，大きな心房一次中隔欠損，心室中

隔欠損，右側房室弁口の強度の狭窄を伴っていた．症

例9は三尖弁膜様閉鎖，肺動脈弁欠損，右室自由壁線

維化を示す稀な例である．

表3　術前心臓カテーテル検査結果

症例 PA　index 動脈血酸素飽和度 肺動脈圧 右心房圧
主たる心室の
拡張終末期圧

1 260 67％ （一） （一） 9mmHg
2 251 79〃 （一） 8／8　（7）mmHg 11　〃

3 241 51〃 14／11　（12）mmHg 10／8　（7）　〃 9　　〃

4 473 91〃 14／6　（8）　〃 7／8　（6）　　〃 7　　〃

5 315 79〃 （一） 10／9　（8）　　〃 10　〃

6 （280） （一） （一） （一） （一）

7 320 71％ 20／13　（15）mmHg 13／10　（7）mmHg 11mmHg
8 298 81〃 17／11　（14）　　〃 13／9　（8）　〃 7　　〃

9 316 59〃 16／7　　　　　〃 20／9　（7）　　〃 （一）

PA　index（280）：術中計測による値を示す．

Univentricular　repair

＼三『’

大静脈血流路作成
（EPTFE人工血管）

㌧

）レて
　　　震〔

＼・

Total　cavo－pulmonary　connection

v鷺

右房一肺動脈吻合

心房内中隔形成

Fontan　procedure

図1　Univentricular　repairの術式
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　（術前心臓カテーテル検査結果（表3））心臓カテー

テル検査は症例6を除く8例に行った．造影フィルム

から計測したPA　indexは241～320，平均309±69であ

る．動脈血酸素飽和度は51～91％，平均72±13％で，

80％以上は2例である．肺動脈にカテーテルの挿入で

きた症例は5例で，平均12±3mmHgである．右房圧は

平均7±1mmHg，主たる心室の拡張終末期圧は平均

9±2mmHgである．

　（手術方法（図1））正中切開にて心膜に到達し，心

膜切開後，短絡手術がなされていれぽ，まずその剥離

を行う．その後，上行大動脈，上大静脈，左右肺動脈

を充分に剥離する．術前に肺動脈圧の計測ができてい

ない症例は，この時点で計測を施行し，適応を判定す

る．体外循環は上行大動脈送血，上下大静脈直接脱血

で直腸温26～28℃で，大動脈を遮断する，心筋保護法

はYoung液で心停止，初回GIK液，2回目から血液

GIK液を30分毎に追加投与する．症例1，4，9では

右房と肺動脈を直接吻合した．肺動脈を弁直上で切断

し，中枢端を弁口と切断部で二重に縫合閉鎖した．末

梢部断端から主肺動脈の右側を右肺動脈にかけて切開

し，大きな吻合口を得た．吻合は後壁は直接縫合し，

前壁に保存心膜を補填して，吻合部を拡大した．心房

内は症例1では心房一次中隔を切除し，冠状静脈洞も

cut－backし，左房に開口させてEPTFEパッチ（0．6

mm）で心房中隔欠損から右側房室弁への通路を

oblique　partitionした．症例4では右側房室弁を弁尖

とパッチで二重に閉鎖した．

　症例9は心房中隔欠損を直接縫合閉鎖した．残りの

6例はTCPC法（de　Leval法5））を施行した．心房内

はEPTFE人工血管を切り開いたパッチで下大静脈

から上大静脈への血流路を作成した．心房一次中隔は

切除し，大きな心房中隔欠損を作成し，前述のパッチ

はこの欠損孔の後縁から立ち上がらせた．術前共通房

室弁の閉鎖不全の明らかな症例6はSJM　27Mで弁置

換を施行した．症例2では閉鎖不全は1度で放置した．

肺動脈の狭窄は保存心膜を使用して形成した．体外循

環からの離脱はカテコールアミン使用下で，直腸温

35℃で行った．その時の中心静脈圧20mmHg以下と

し，血圧が充分でないときはカテコールァミンを増量

した．

　（術後管理）ICU帰室後は体位は上体を軽く挙上さ

せるsemi－Foulor位をとらせた．また，早期に麻酔の

表4　手術術式，人工心肺時間，術後急性期の管理

大動脈遮断時間
症例 術　　　式

体外循環時間
術後カテコール
　アミン治療

術後急性期の
中心静脈圧

気管チューブ抜管
　までの時間

1
・（心房内oblique

partition） 158分

236分

DOB：21日間

Nor－Ad：3日間
12～17mmHg 4時間

2
T，肺動脈パ・チ

　　形成術

274〃

369〃
DOB：14日間 15　　〃 18〃

3 T
219〃

267〃

ISP：3日間

DOA：18時間
7～8　〃 4　〃

4
・（右側房室弁二重閉鎖術） 339〃

479〃

DOA：5日間
DOB：7日間

13　　〃 9　〃

5 T
215〃

302〃
DOB：7日間 11～14　〃 4　〃

6
T、肺動脈パッチ

　　形成術

145〃

358〃

7 T
156〃

243〃
DOB：5日間 12～8mmHg 3時間

8
T，肺動脈パ・チ

　形成術

184〃

253〃
DOB：10日間 12～15　〃 3　〃

9
・（心房中隔欠損直接閉鎖術） 85〃

152〃

DOA：16日間

DOB：14日間
12　　〃 5　〃

F：Fontan　procedure，　T：Total　cavo－pulmonary　connection，　DOA：ドーパミン，　DOB：ドブタミン，

ノルアドレナリン

Nor－Ad：
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覚醒を促し，自発呼吸を再開させた．自発呼吸で換気

量が充分であれぽ，早期に気管チューブを抜去し，酸

素テソトに収容した．カテコールアミンの使用は1週

間を目標とした．1週間後は徐々に漸減し，逆に静脈

カテーテルの抜去を急いだ．心臓カテーテル検査は術

後1ヵ月を予定とし，その後は1年後とした．NYHA

分類の機能評価は外来での最終状態で判定した．統計

学的検討はStudent　t検定を用い，　p＜0．05を有意とし

た．

　　　　　　　　　　結　　果

　（手術成績）手術死亡は1例（12％）で，遠隔期死

亡はない．しかし，再手術は3例に行い，そのうちの

1例が手術死亡例である．症例1は心房内の遺残短絡

で術後2日目に，症例6はICU帰室後2時間で低心拍

出量症候群で，症例9は術後2日目に完全房室ブロッ

クで，それぞれ再手術となった．肺動脈の狭窄のため

に，血管の形成を必要とした症例は3例であった．

take　downを必要とした症例4を除いた8例の平均

体外循環時間は273±66分，平均大動脈遮断時間は

180±54分である（表4）．

　（症例1）：生後1ヵ月時に，単心室，肺動脈閉鎖，

動脈管開存の診断でチアノーゼが高度のため，左側

Blalock・Taussig短絡術を施行した．3歳時，チアノー

ゼの増強，ヘモグロビン量の増加により外科治療が必

要となり，Fontan型手術を施行した．右房内に

oblique　partitionをし，右房一肺動脈吻合を施行した，

術後経過は順調で，4時間後に，気管チューブを抜去

し，酸素テントに収容した．術後1日目，呼吸状態が

悪化し，不穏状態となった．心臓エコー検査を施行し，

心房内に右一左短絡を認めた．術後2日目に再手術を

施行した．人工心肺下に，EPTFEパッチと心房筋の間

の漏れを2箇所縫合閉鎖した．術中，低血圧を生じ，

術後に脳合併症を残した．

　（症例4）：18歳，女性．修正大血管転換症，肺動脈

狭窄，心室中隔欠損の診断で，3年程前より手術治療

を勧めていたが，本人の拒否により，外来観察してい

た．高校の卒業と，就職を機に，外科治療に踏み切っ

た．心臓カテーテル検査の結果，上記診断を確認し，

手術を施行した．術中，単心室と判明，心室中隔作成

と肺動脈狭窄の解除を行う．人工心肺離脱後，低血圧，

肺動脈狭窄の残存，心室内遺残短絡を認め，再び人工

心肺回転下に，Septation　procedureをtake　downし，

Fontan型手術を施行した．術後1週間目に，肝機能障

害を示したが，その後は順調に回復した．現在，事務

日本小児循環器学会雑誌　第8巻　第2号

職として就労している．

　（症例6）：新生児期に単心室，肺動脈狭窄，動脈管

開存の診断で，チアノーゼが高度でlipo・PGEiの持続

静脈投与を行った．動脈管依存性のため，生後2ヵ月

で，左側Blalock－Taussig短絡術を施行した．その後

も，上気道感染で入退院を繰り返していた．1歳3カ

月時，肺感染と共通房室弁逆流のための心不全症状で

緊急入院となる．内科的治療を約3ヵ月継続し，症状

は緩解した．そこで，1歳7ヵ月時に心臓カテーテル

検査施行せずに共通房室弁の外科治療を目的に手術を

施行した．

　（手術所見）人工心肺下に，共通房室弁を検索する

と，形成不全な状態で，弁の形成は不能と判断し，SJM

27Mで弁置換を行った．術中の左右肺動脈の計測で，

PA　indexは280であった．そこで，　TCPC法の適応と

した．人工心肺からはCVP　16mmHg，　BP　70～80

mmHg，　SaO270～80％で離脱した．　ICU帰室後，　CVP

の上昇，尿量の減少など，LOS症状の増強を認め，帰

室後2時間でcentral　shuntへtake　downしたが，人

工心肺から離脱不能であった．

　（症例9）：三尖弁の膜様閉鎖，肺動脈弁欠損，右室

自由壁の線維化を認めた症例である．術中右室の自由

壁を切開して，心室内を検索した，心室中隔欠損は存

在せずに心室内は白色化し，ほぼ円滑であった．血液

の流出する間隙も存在しないので，肺動脈は切断し，

縫合閉鎖し，右室は盲端とした．心房中隔欠損を直接

閉鎖して，Fontan型手術を施行した．術後経過は順調

で，術後1日目に病棟へ帰室した．術後3日目より，

2度の房室ブロックが出現し，更に3度に移行した．

術後3日目に体外式ペースメーカワイヤーを左室壁に

縫着のため，再手術を施行した．ペーシング開始後，

循環動態は安定し，24時間後には自己調律との混合リ

ズムとなり，38時間後自己洞調律に復帰し，期外収縮

も消失した．外来でも洞調律である．

　（術後管理）体外循環から離脱する時から，カテコー

ルアミソ，主としてDOB，　DOAの持続静注を行って

いる，また，体外循環離脱後から術後早期の中心静脈

圧は7～17mmHgであった．　ICU帰室から気管チュー

ブ抜去までの所要時間は3～18時間であった．術後胸

水穿刺を施行した症例は5例で，症例1，4，9はそ

れぞれ1回であったが，症例5は計14回，症例7は乳

築胸水のため1ヵ月間ドレーンを留置した．肝機能障

害は症例1，4，9の再手術例または長期間体外循環

例で認めた．しかし，長期に遷延する例はなかった．
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　術後，心嚢内ドレーンからの出血が減少した時点か

ら，dipyridamoleの持続静注を開始している．静脈カ

テーテル抜去後は経口投与に切り替え，継続している．

　（術後心臓カテーテル検査）心臓カテーテル検査は

4例で術後1ヵ月後に施行した．体静脈血流路の造影

と肺動脈圧の確認である（図2）．術後1ヵ月の肺動脈

圧は平均13～16mmHgであった（表5）．2例で右一左

短絡41％，23％の遺残を心房で認めた．造影所見では

症例2の右肺への血流が不良であった．これは先行の

短絡術施行側で，術前より指摘されていた．短絡術の

吻合部狭窄はバッチ形成を施行し，拡大したが，右肺

には術前以上の血流は得られなかった．他の3例の吻

合部，心房内血流路，肺動脈に狭窄などは認めなかっ

た．症例4の心室造影は収縮能の明らかな低下を示し

た．しかし，退院後の超音波検査では改善している．

　（術後状態）術後観察期間は2～23ヵ月であるが，

脳合併症で入院中の症例1を除いて，6例はNYHA

分類の1度，1例は強心剤をいまだ服用しており，2

度とした（表5）．退院した7例はチアノーゼの消失，

運動能の向上など，自覚的には明らかに改善している．

他覚的にもヘモグロビン量は19±3から13±2g／dl

へ，ヘマトクリット値は60±11から41±6％へ，動脈

血酸素飽和度は72±13から91±4％へ改善している

（図3）．

　　　　　　　　　　考　　察

　右室を使わずに肺へ血液を送る，complete　circula・

図2　症例8の術後上大静脈造影

表5　現在の状況

症例 観察期間 NYHA分類
　肺動脈圧
（術後1ヵ月時）

動脈血酸素飽和度 結　　　果

1 23ヵ月 脳合併症 92％ 脳合併症で入院中

2 22〃 1 15／13（13）mmHg 86〃
心房内で41％右一左
短絡遺残，通学中

3 18〃 1 16／14（14）　〃 87〃
心房内で23％右一左
短絡遺残

4 16〃 1 18／17（16）　〃 93〃
心室の駆出率改善
就職

5 15〃 1 通学中

7 7　〃 I
I

乳び胸完治し，

保育園通園中

8 6　〃 1 17／16（15）mmHg 91％ 心房内短絡なし

9 2　〃 1 97〃 特に問題なし
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04歳未満症例
●4歳以上症例
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tory　bypass　of　the　right　ventricle，　complete　circula・

tory　exclusion　of　the　right　heartの考えは1950年代に

実験として始められている25）．Robicsekによれぽ，右

室をbypassして，肺の駆動力を使用することの考え

はWilliam　Harveyの記述に基づくと言われる．それ

は，The　continued　rising　and　falling　of　the　lungs　in

respiration　must　open　and　close　the　vessels　and

porosities　as　in　a　sponge　or　a　thing　of　similar　struc－

ture，　when　it　is　compressed　and　allowed　to　expand．

である．右室の完全バイパスはRobicsekら25），　Haller

ら26）により，実験的に成功している．Robicsekらの方

法は上大静脈を右肺動脈に吻合するGlenn手術と下

大静脈を左房に還流させる方法の組み合わせである．

1962年に成功し，彼らは4年におよぶ実験犬の観察を

発表している25）27）．Hallerらは上大静脈と右肺動脈を

側々吻合し，三尖弁を閉鎖するpermanent　bypass　of

the　right　heartに1966年に成功している．肺循環系に

駆出心室をもたない，この実験犬の長期生存は後年

Fontan手術の妥当性の根拠として充分な意味をもつ

ものと考えられる．そして，Fontanが臨床例の1例目

を施行したのは1968年である1）．

　爾来，術式の改良と手術適応の拡大は目覚ましく，

肺静脈の還流異常を伴うheterotaxyや，共通房室弁

の逆流を伴う症例にもFontan型手術が施行されてい
る3）一一10）19）”－24）28）一一31）．

　また，de　Levalら5）はTotal　cavopulmonary　con－

nection法を従来の右房一肺動脈吻合の流体力学的欠

点を改善した術式として発表した．この方法に類似し

た方法は実験的にはHallerら26）のpermanent　bypass

of　right　heartがあり，臨床においてはBoston9）i°）や

Mayor6）一一8）のグループが共通心房に肺静脈が離れて還

流する症例や体静脈の還流異常を伴う症例で施行して

いる．したがって，de　Levalらはこの方法の流体力学

的利点を明らかにして，三尖弁閉鎖症以外の症例に適

応を広げた．

　de　Levalら5）によれば，　TCPC法の利点は，（1）手

技が簡単で，どのような心房一心室関係の形態にも適

応できる，（2）右房の大部分が低圧系に留まり，早期

および遠隔期の不整脈発生の危険が少ない，（3）乱流

の減少は流体のエネルギー消費を防ぎ，心房内の血栓

形成を最小にする，（4）これらの吻合による血液の流

れは圧較差を最小にする，である．Jonasらは心房圧の

ホルモン（atrial　natriuretic　peptide）分泌にあたえる

影響も挙げている1°）32）．われおれはdouble　inletのよ

うな症例では，心房中隔を大きく開口させて右房の大

部分を左心系の心房とすることで，左室の拍出量の増

加に対しての予備能として働くことを期待している．

もちろん，この左室の拍出量を規定するのは肺血流量

と左室の機能であるが，左室へ両側の心房から血液が

流入できるとすれぽ，突然の拍出量の増加にある程度，

呼応できる可能性があろう．

　われわれのTCPC法の1例目，2例目では心房内に

遺残短絡を認める．これは心房内の隔壁にEPTFE人

工血管をパッチにして用いているため，縫合にかなり

注意が必要であることを示唆している．左右心房圧差

が大きいので，僅かな間隙でも，短絡量は増える．本

手技上，注意すべき点と考える．この短絡の防止から，

隔壁のパッチの材質を心房筋に適合しやすい柔らかい
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材質にかえている施設もあるが，本法の理論から考え

ると問題があろう．

　TCPC法の適応について，三尖弁閉鎖症を含めるか

否か，議論の余地がある．de　Levalも三尖弁閉鎖症に

このTCPC法を適応することに現時点では消極的で

ある5）．その理由の一つは肺循環における拍動流の意

義が明らかでないことである．Glenn手術や，　Fontan

手術の遠隔期に観察される肺の動静脈棲の原因が定常

流であるか否かはいまだ不明である33）34）．また，三尖弁

閉鎖症では右房圧は術前から正常より高く，心房筋の

発育も良好であり，心房の収縮が血流に反映できる．

この点でdouble　inletや共通心房の心房筋とは，形態

的にも機能的にも異なる35）．また，心房中隔欠損を大き

く開口させても，房室弁は閉鎖しているので，これが

乱流の原因と成りうる．

　したがって，右房内に血栓を形成する可能性を生ず

る．今回の9例のうち，三尖弁閉鎖症は1例だけで，

術式としては右房一肺動脈吻合のFontan型手術を施

行した．三尖弁閉鎖症にTCPC法を施行した時の残存

する右房の処置に良い解決法ができるまでは，TCPC

法を控えるのがよいかと考える．

　次に手術年齢の問題である．Fontanの手術適応は

4－一　15歳としているが16）17），現在そのとおりの適応を

使用している施設はないであろう．われわれの症例で

も生後12ヵ月未満で1回目の短絡術，または肺動脈絞

拒術を受けた4症例と姑息術未施行の2症例が4歳未

満例である．これらの6症例は，他の3症例と比較し

て，手術はむしろ容易であり，術後の静脈圧，気管

チューブ抜去までの時間に差はなかった．逆に，

Fontan型手術の対象となる疾患では，低酸素血症に

よる心筋の酸素不足と短絡術による心室への容量負荷

や，肺動脈絞拒術による圧負荷が心筋の退行変化をも

たらし，加齢と共に心室機能の低下という現象に繋が

る19）22）23）36）．したがって，適応年齢の下限を4歳にして

おく意味はもはやないと考えられる．心房，心室が種々

の条件により正常以上に拡大してこない時期を手術時

期として選ぶのが良いであろう．しかし，4歳未満例

の長期遠隔成績はいまだ明らかでない．われわれは1

歳を越えて，低酸素血症のために赤血球増多，ヘモグ

ロビン量の増加，ヘマトクリット値の上昇を認める症

例で，肺動脈の条件（肺動脈の径と圧）が整えぽ手術

を考慮している．

　ここで肺動脈の条件というのは，厳密には肺血管抵

抗を意味する．われわれの症例でも，肺動脈閉鎖や狭
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窄のために順行性に肺動脈にカテーテルが挿入できた

のは4例である．また，カテーテルが挿入できても，

肺血流量が算定され，肺動脈圧が測れなけれぽ，血管

抵抗は計算できない．姑息手術で，短絡術を受けてい

る症例ではこの算定は愈々困難となる．

　したがって，われわれは術前の肺動脈造影像から

PA　index37）を計算し，肺静脈圧が平均で15mmHg以

下であれぽ，手術適応と判断している．しかし，三尖

弁閉鎖症でのPA　indexと手術死亡との関係を否定す

る報告もある38）．さらに適応限界領域の症例には，術中

に肺血管抵抗を測定する方法39）が提唱されている．

　術後管理では7～10日間のカテコールアミンの使用

と早期の自発呼吸の再開を目指している．ICU帰室

後，早期から自発呼吸を促し，6例で帰室後6時間以

内に気管チューブを抜去している．自発呼吸の促進に

よる覚醒で四肢末梢の血管床の自己調節が働き，循環

動態は安定する．逆に，鎮静剤の使用はこれらの患者

でみられる容量の大きな末梢血管床を開いて，血圧を

低下させて，容量の負荷や，カテコールアミンの増量

を招き，覚醒を遅らせる．また，自発呼吸は肺循環系

の駆動ポンプの役割を担う4°）41）ことからも，可及的早

期に再開させるのが良い，

　術後の合併症として，胸水貯留がある42）．原則とし

て，胸腔ドレーンは留置しないで，ある程度貯留した

時点で，穿針排液している．穿針の間隔が徐々に長く

なって，貯留が止まると再発はしていない．また，胸

水貯留と患者の予後とはあまり関係していない．

　心嚢内ドレーソからの出血の減少した時点から，わ

れわれは心房内パッチの血小板の凝集を抑制する目的

でdipyridamoleの投与を開始している．これは定常

流での肺循環の細小血管での血小板の凝集を防止する

目的で遠隔期も継続している．どの程度の効力を示し

ているかの検討はしていない．

　死亡例は術前，共通房室弁の人工弁置換と体一肺動

脈短絡術が検討された症例である．結果として，手術

侵襲が過剰であったと反省している．Fontan型手術

の段階的施行の報告43）もあり，検討すべきである．

　単心室に対するFontan型手術後には駆出心室の拡

張期容積は縮小し，駆出率は減少するといわれてい

る44）．したがって，心拍出量は正常より低値に留まる．

生存例8例の早期遠隔期での状態は良好であるが，強

心剤，利尿剤の投与は術後6～12ヵ月まで原則として

使用している．現在，術後5ヵ月の症例に投与してお

り，その症例はNYHA分類2度としたが，他の症例は
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問題もなく1度とした．今後，更に長期遠隔期の問題

を検討していきたいと考えている．

　　　　　　　　　　　　　　　　　ま　と　め

　1989年11月以来の2年間に9例の複合心奇形に

Fontan型手術を施行し，8例の生存をえた．そのう

ち，6例はTotal　cavopulmonary　connection法を施

行し，6例の手術時年齢は4歳未満であった．4歳未

満例に対しても，早期に症状の改善を計る目的で，積

極的に本外科治療を試みている．これまでのところ，

PA　indexは手術適応の指標として有用であった．生

存例8例の手術時年齢による手術，術後管理に差はな

く，早期遠隔期の状態はNYHA分類の1～2度で
あった．今後とも外来での注意深い観察が必要と考え

ている．
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Department　of　Thoracic＆Cardiovascular　Surgery，　and　lst　Department　of　Pediatrics＊，

Toho　University　School　of　Medicine，6－11－1　Ohmori－Nishi　Ohta・ku，　Tokyo　143，Japan

　　　Nine　patients　with　complex　cardiac　malformation　underwent　univentricular’repair　from

November，1989　to　July，1991．　The　age　at　operation　ranged　between　14　months　and　18　years，　and　six

patients　were　less　than　4　year－old．　Four　out　of　9　patients　were　male．　The　body　weight　at　operation

ranged　in　7－62　kg，　and　five　patients　weighed　less　than　13　kg．　These　6　patients　have　had　palliative

procedures；Blalock・Taussig　shunt　was　done　in　5　patients，　and　pulmonary　artery　banding　in　l　patient．

On　morphological　features　main　functioning　chamber　was　right　ventricle　in　4　patients　and　left

ventricle　in　4　patients．　In　the　other，　it　was　undeterminate　even　through　the　examination　at　operation．

On　preoperative　assessment　PA　index　ranged　from　241－320（309±69，　Mean±standard　deviation），

pulmonary　arterial　pressure　was　12±3（mean±SD）mmHg，　and　main　chamber　end・diastolic　pressure

was　9±2mmHg．　Univentricular　repair　constructed　total　cavopulmonary　connection（TCPC）in　6

patients　and　right　atrium・pulmonary　artery　connection　in　3　patients．　One　patient　died　during　early

takedown．　Another　patient　had　brain　complication．　In　postoperative　patient　care　we　prompted　the

patients　to　spontaneous　breath　and　extubated　in　3－18　hours．　Catecholamine　treatment　continued　in

10－14days．　Pleural　effusion　as　a　complication　was　evidenced　in　5　patients．　The　effusion　was　chylous

in　l　patient，　who　was　treated　with　chest　tube　drainage　in　one　and　a　half　months．　On　the　results　of

cardiac　catheterization　done　one　month　after　operation　residual　right・left　shunt　was　found　in　two

patients，　and　mean　pulmonary　arterial　pressure　was　in　13－－16　mmHg．　In　5　patients　the　volume　of

hemoglobin　improved　from　19±3g／d1（preoperative）to　13±2g／dl（postoperative），　the　value　of

hematocrit　from　60±11％to　41±6，　and　arterial　oxygen　saturation　from　72±13％to　91±4．　NYHA

functional　class　was　1　or　ll　in　7　patients　followed　up　in　2－23　months．　From　these　results，　we　suggest

that　univentricular　repair　should　be　tried　for　complex　malformations　in　younger　patients，1ess　than　4

yearっ1d，　although　the　late　results　are　unclear　at　present．

Presented by Medical*Online


	0300
	0301
	0302
	0303
	0304
	0305
	0306
	0307
	0308
	0309
	0310



